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令和4年 初春のごあいさつ 

   
 
  町民の皆様、明けましておめでとうございます。 

  健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

  日頃より、社会福祉協議会に温かいご支援とご協力を賜り、心から感謝と御礼 

 を申し上げます。 

  さて、昨年も新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、各種事業の取り組み 

 は大変厳しい状況にありましたが、感染予防対策に万全を期して取り組んでまい 

 りました。 

  現在、高齢者世帯や日中、一人暮らしの方が増加している状況にあります。そ 

 のため、助け合いの居場所づくりが大切であり、介護予防、認知症予防、健康づ 

 くりのため地域でのサロン活動が有効です。 

  更には、介護保険による生活援助利用の制限が厳しくなったことにより、地域 

 支え合い事業が必要となってまいります。これらのことを受け、有償助け合いサ 

 ービス事業の確立をより一層図ってまいります。 

  近年、地震や豪雨など自然災害が頻発化、激甚化しており、いつどこでも起こ 

 りえる状況にあります。この度、災害発生時において応急対応活動を円滑に進め 

 るために、災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定を締結いたしま 

 した。町と社協が協定を結ぶことで、さらに連携・強化を図り迅速な対応に努め 

 てまいります。 

  また、広報活動として、ふれあいサロンや小中学校のボランティアスクールな 

 どの活動を情報紙「陽だまり」を通して発信し、地域の輪と和をさらに広げて、 

 地域活性化のお手伝いをしてまいります。 

  結びに、本年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう心からご祈念申し上 

 げ、新年のごあいさつといたします。 

 令和4年1月      

             社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 会長 熊谷孔隆 
 

サ
ロ
ン

№ （開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

1 
（下半田） 

いってみっ会 2/8(火) 
(下半田公民館） 
茶話会 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 2/16(水) 

(北部公民館） 
ビデオ鑑賞会 

5 
（陣屋） 

和みの会 2/18(金) 
(ふれあい館） 
笑いヨガ 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 2/16(水) 
(下高屋公民館） 
音楽会 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 2/17(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 2/17(木) 
(ふれあい館） 

打ち合わせ会 

11 サロンおいわけ 2/21(月) 
(追分町民会館） 
笑いヨガ 

12 西町サロン 2/17(木) 
（こころ館） 

マジックショー 

13 桐ヶ窪サロン 2/9(水) 
(うぶかの郷） 

ハーモニカ他 

14 
（諏訪） 

さわやか会 2/28(月) 
(ふれあい館） 
茶話会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 2/25(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 2/18(金) 

(ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 2/20(日) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
－ お休み 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 2/1(火) 
(内之馬場公民館） 
茶話会・打合せ 

サ
ロ
ン

（開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

21 
（伊達崎中屋敷） 

さくら会 
2/11(金)

2/25(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 2/10(木) 
(南方部会館） 
健康教室 

23 田町お楽しみ会 2/13(日) 
(半田公民館） 
茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 2/15(火) 
(上郡上代集会） 
茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 2/18(金) 

(うぶかの郷） 
マジックショー 

26 サロン南郷 2/18(金) 
(南郷会館） 

ハープ演奏 

27 サロン吉沼 2/14(月) 
(吉沼町内会館） 
茶話会 

28 サロン上成田 2/8(火) 
(上成田集会所） 
茶話会 

30 サロン松原 2/16(水) 
(うぶかの郷） 
フルート・ 

ヴィオリア演奏会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 2/9(水) 
(北部公民館） 
ゲーム大会 

32 道林サロン 2/6(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 2/21(月) 
(中北公民館） 
茶話会 

Ａ 
（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 2/25(金) 
（ふれあい館） 

子育て相談会 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 2/10(木) 
（ふれあい館） 
チョコっと 

バレンタイン 

２月のサロン予定 
※ 予定は変更になる場合があります。 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和4年１月26日(水)、2月16日(水) 

    11時～なくなり次第終了 

 場所 ふれあい館（北町75） 

 ★太陽学園は、障がいを持つ 

    方々の就労を支援する施設です。 

    収益金はその活動を支えています。 

    買い物袋と小銭をご準備ください。 

  ※コロナウイルス感染状況によっては中止。 

「あとがき」 
 新年明けましておめでとうございます。
昨年からの大雪で、毎日雪かきに追われ、
お正月気分を味わう間もなく、気が付けば
仕事始めでした。今年の干支「壬寅」は、
厳しい冬を超えて芽吹き始め、新しい成長
の礎となる年だそうです。私も感染症など
様々な困難に柔軟に対応できるしっかりし
た基盤を作っていきたいと思っています。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。K.I

 ※ 休会されているサロンにつきましては、再開が決まりましたら随時お知らせします。 

サロンは感染対策を徹底して開催しています。 



桑の実会15周年記念式典 12月10日(金) 代表 髙橋節子さん  

 桑の実会15周年 サロン松原５周年 おめでとうございます！ 

サロンだより 

 平成18年の5月に発足したサロンも15周年を迎え、サロン発足、活動に尽力してくださった皆さ

んに感謝の気持ちを伝えました。   

 桑の実会15周年を振返って 
 菅野タイ子さん 阿部セツ子さん 
 桑の実会の発足に際し不安もあ
りましたが、社協や地域の方々の
協力を得て15年間（コロナ禍を除
いて）月1回一度も休まず続けて
こられたことが何より誇らしく、
嬉しく思います。 
 高齢者の健康維持、認知症予防
に、軽い運動ボール遊びやボウリ
ング、相互の親睦を図るために、
花見、七夕会やお出かけ、時には保育所、幼稚園との交流会と参加者が楽しめる内容を工夫して
開催してきました。今となっては、大変だったことより、参加者の笑顔と楽しかった思い出だけ
がよみがえってきます。 
 最後に男性の参加者が増えることを希望します。ぜひ、気兼ねなく参加してください。私たち
と楽しい時間を過ごしましょう。   

サロン松原5周年記念式典 12月15日(水) 代表 菅野朋子さん 

 平成28年の4月に発足したサロン松原はたくさんの皆さんに支えられ5周年を迎えました。 

 当時、社協発行の陽だまりを見

るたびに松原にはサロンがないと

感じでいました。ぜひ松原にサロ

ンを作って欲しいというお話をい

ただき、様々な不安もありました

が、意を決してチラシを作り、参

加者を募り、第1回目のサロンは参

加者42人と嬉しいスタートとなり

ました。 

 この5年間いつもそばで支えてく

ださったお世話係の皆さん、何よ

り欠かさず参加ししてくださった

皆さんのおかげで続けてこられました。コロナ禍で延期になっていた記念式典も、髙橋町長をは

じめとするご来賓の皆さま、サロンの皆さまをお迎えして盛大に開催することができ感謝の念に

堪えません。これからも、サロンの皆さまと一緒に、元気で楽しいサロンを目指して活動してま

いりますので、温かいご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

「醸芳幼稚園ビデオレター鑑賞会」 
田町お楽しみ会 代表 横山節子さん 12月13日(月) 

 幼稚園が統合してから子供たちと会うことも少なくな
りました。 
 今年は醸芳幼稚園の年長組の皆さんの上手なお遊戯、
手品、紙芝居など、すてきなビデオレターを拝見して、
たくさんの元気をいただきました。 
 来年は半田公民館で一緒にお遊戯したいですね。 

 作品は、2月末までやすらぎ園に、3月は役場ロビーに展示予定です、皆さん見に来てくだ
さい。 

 毎月1回開催している法律相談所は下記のように行います。相続や債務整理の方法など法律に
関する相談を受け付けます。 
 事前に予約が必要なので事務局
（℡ 582-1155 担当 角田）までお申
し込みください。 
 社協では随時福祉に関して総合的
に相談を受け付けます。お気軽にお
電話ください。 

令和３年度の法律相談所 

令和３年度 

法律相談予定日 
会場（時間 9：30～11：30） 

2/15(火) 伊達崎公民館 

3/15(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

（1件の相談時間は30分で、無料となっております。） 

つながる大かやの木！ 
 大かや園デイサービスと要支援の方が対象の通所型サー

ビスほほえみを利用している皆さんが作った、大かやの幹

と枝に、醸芳幼稚園の子供たちが緑の葉をつけて、春には

チューリップ、夏はひまわりにカブトムシ、秋はコスモス

とリス、冬はたくさんのサンタクロースと、子供たちの四

季が広がりました。 

 大かやの木は一年中緑の葉を茂らせています。太い幹は

長い年月をかけて、大きく枝葉を伸ばしました。「おじい

ちゃん、おばあちゃん、春も夏も秋も冬もずっとずっと元

気でね。」子供たちの声が聞こえてくるようです。 
幹と枝を作るほほえみの皆さん 

ボランティアだより 
 サロンや施設等のボランティアで活躍されているお
二人をご紹介します。 
 霜山富士夫さんは、「福島音頭」などのオリジナル
曲をお持ちですが、なかでも「日の本一の吾が女房」
「親はわが家の宝だよ」がとても好評です。 
 引地春子さんは、懐かしい昔話でほっこり温かくや
さしい気持ちにしてくださいます。 
 ボランティアをお願いしたい方は、ボランティアセ
ンター市川までお問い合わせください。 


