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桑折町ボランティアセンター情報紙 

 伊達崎小５年生（10名）は、総合的な学習の時間に、「福祉について」学習しました。 

 〇高齢者や障がい者、ユニバーサルデザインについて 

 〇視覚・聴覚障がい、右半身麻痺、車いす体験 

 〇高齢者や障がいのある人の気持ちや行動を理解して、安心して生活しやすい環境を想像 

  し、さらに自分には何ができるかを真剣に考えました。 

伊達崎小５年生 福祉について学ぶ！ 
 社協は、小中学生や町民の皆様の福祉に対する理解を深めるため、福祉教育の推進に努め

ています。小中学校への支援は、町の地域学校協働活動推進本部と連携し、福祉についての

授業や体験活動のお手伝いをしています。 

 大槻絢音さん 
 わたしの家にはひいおばあちゃんがいて、足こしが
不自由です。今回、体や足などにおもりをつけるぎじ
体験をしました。不自由さが分かり、ひいおばあちゃ
んは毎日大変だと知り、もっとやさしくしようと思い
ました。 

 渋谷安治さん 

 目を見えづらく、耳をきこえづらくしたとき、初め
て自分は、めぐまれているな、と思いました。ふだん
ぼくは、点字ブロックなど気に留めないで歩いていま
す。白じょうをもっている人やお年よりにはもっとや
さしくしようと思いました。 

 教諭 清水愛歩さん 
 目や耳の不自由な方々の気持ちに寄り添い、どのような声かけが分かりやすいのかを一
人ひとりの児童が初めて考えるよい経験となりました。私自身も助け合うことの真の優し
さについて気付かされ考えさせられました。 

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 3/8(火) 
(下半田公民館） 
お別れ会 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 3/16(水) 

(北部公民館） 
ゲーム大会 

5 
（陣屋） 

和みの会 3/18(金) 
(ふれあい館） 
茶話会 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 3/16(水) 
(下高屋公民館） 

計画作りと反省 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 3/17(木) 
(荒屋敷会館） 
ひな祭り 

8 本町サロン 3/11(金) 
(ふれあい館） 
茶話会 

11 サロンおいわけ 3/22(火) 
(追分町民会館） 
ひな祭り会 

12 西町サロン 3/17(木) 
（こころ館） 

おひなさま 

13 桐ヶ窪サロン 3/9(水) 
(うぶかの郷） 

ハーモニカ演奏 

14 
（諏訪） 

さわやか会 3/28(月) 研修旅行 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 3/25(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 3/18(金) 

(ホタピーハウス） 
茶話会・反省会 

17 成田サロン 3/22(火) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
3/23(水) 

(六丁目会館） 
ひな祭り 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 3/1(火) 
(内之馬場公民館） 
反省会・計画作成 

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 
3/11(金)

3/25(金)         

(中屋敷集会所） 
ひな祭り・茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 3/10(木) 
(南方部会館） 
健康講座 

23 田町お楽しみ会 3/13(日) 
(半田公民館） 
茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 3/15(火) 
(上郡上代集会） 
茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 3/25(金) 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 3/18(金) 
(南郷会館） 

ひな祭り会 

27 サロン吉沼 3/14(月) 
(吉沼町内会館） 

ひな祭り・会食 

28 サロン上成田 3/7(月) 
(うぶかの郷） 

フルート・ヴィオリア

演奏会 

30 サロン松原 3/16(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 3/9(水) 
(北部公民館） 
ゲーム大会 

32 道林サロン 3/5(土) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 3/21(月) 
(中北公民館） 
茶話会 

Ａ   

 

Ｂ   
 

３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2月16日(水)、3月23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」 
 2021年の幸福度ランキングで、福島県は
44位でした。HNKの「幸福学」より幸福度
を上げるには「人とのかかわりを大切にす
る」「親切にする」「感謝する」この3つ
を実践することにより、幸せを「感じる」
ことができるようになるそうです。 
 高齢者サロン、子育てサロンが、桑折町
の幸福度上昇に貢献できるように、より一
層盛り上げていきたと思います。 K.I

 ※上記サロンの予定につきましては、新型コロナウイルスの感染状況によって、中止になるこ

ともありますのでご了承ください。サロンに関する詳細や連絡先をお知りになりたい方は、桑折

町社協ボランティアセンター（581-0255）までお問い合わせください。 

サロンは感染対策を徹底して開催しています。 

ぽかぽかクラブとスマイルの合同サロンを
３月11日(金)うぶかの郷で開催予定してお
りましたが、新型コロナウイルス感染予防
のため、中止します。 



令和4年度ボランティア活動保険加入受付開始！ 
 桑折町ボランティアセンターでは、ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保

険の加入をお勧めしております。また、下記の①②の登録者につきましては、現在保険に加入

しており、引き続き令和4年度も加入手続きを致します。 

 なお、特定感染症の補償対象に新型コロナ 

ウイルス感染症（無症状、自宅等での療養も 

補償対象に含む）も含まれます。 
   
 下記の①、②に該当する方で、活動中、怪

我等及び感染症を発症した場合は、桑折町ボ

ランティアセンターへご連絡ください。 

①活動実績のある桑折町ボランティア登録者 

 （個人） 

②桑折町ボランティアセンターの登録団体で 

 活動実績のある会員の方 

 また、桑折町ボランティアセンターに、ボ

ランティア登録をしない場合でも、ボラン

ティアを目的とした活動をする個人または団

体の保険の加入も受付しています。 

 なお、災害ボランティア等で、居住地以外

の市町村に行く際は、居住地の社会福祉協議

会での加入が必要です。 
   

 詳しくは、桑折町ボランティアセンター  
   ℡：581-0255 へお問い合わせください。 

  

     基本プラン 
天災・地震

補償プラン 

【新設】    

特定感染症 

重点プラン 

ケガの 

補償 

死亡保険金 1,040万円 

後遺障害保険金 1,040万円（限度額） 

入院保険金日額 6,500円 

手術 

保険金 

入院中の手術 65,000円 

外来の手術 32,500円 

通院保険金日額 4,000円 

特定感染症 
初日から

補償 

補償開始日から10日

以内は補償対象外※   

 地震・噴火・津波 

 による死傷 
× 〇 ○ 

賠償の

補償 

賠償責任保険金    

（対人・対物共通） 
５億円（限度額） 

年間保険料 350円 500円 550円 

ボランティア活動保険料及び補償内容 

補償金額（保険金額）・保険料（１名あたり） 

※4月1日付で前年度から継続して契約された場合は
初日から補償します。 

サロンだより 
「新年会」うぶかの郷 
中北さくら会 代表 松野フミさん 1月17日(月) 

 なかよしクラブの皆さんの日本舞踊やダンスを拝見し

て、ボランティア活動される元気なお姿に感動しまし

た。今年も、コロナ禍で活動が制限される状況ではあり

ますが、できる限りサロンの皆さんと一緒に安全で楽し

いサロンを開催していきたいと思います。  

ボランティアだより 
  皆様のご協力をお待ちしてます！ 

 設置及び回収場所 やすらぎ園 社協ボランティアセンター 

 〇盲導犬育成募金（目の不自由な方の社会参加を助ける支援） 

 〇書き損じはがき、外国紙幣、コイン、未使用切手、未使用プリペイド 

  カード等（ジョイセフ 世界の女性を支援する活動） 

 〇プルタブ（伊達崎小学校で回収し現金に替え募金しています。） 

 ※ペットボトルキャップ及び使用済み切手は現在回収していません。 

  

 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。（1件の相談時間は30分で、無料となっております。） 

  日時 3月15日(火) 9：30～11：30 

  場所 半田公民館（半田コミュニティセンター） 

  事前に予約が必要なので事務局（℡ 582-1155 担当 角田
か く た

）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 

清拭用布及びレジ袋のご協力ありがとうございます 

 皆様よりご提供いただいております、ご家庭で不要になった綿製品（タオル、シー

ツ、Ｔシャツ等）及びレジ袋は、社協デイサービス等でありがたく使用させていただい

ております。 

 現在、レジ袋が大変不足しております。ご家庭で不要になった綿製品と併せてレ

ジ袋もお持ちいただけるととても助かります。 

 綿製品は、お手数でも一度洗濯してお持ちください。そのままの大きさでも充分です

が、手ぬぐいの３分の１程度の大きさに切っていただけると助かります。 

 詳しくは、桑折町ボランティアセンター(581-0255)までお問い合わせください。 

 昨年度より、醸芳中学校文化部で美術を専

攻している皆さんに、陽だまりの題字作成を

お願いしています。4年度も素敵な題字が届き

ました。本当にありがとうございます。 

 毎月皆さんの作品を、陽だまりに載せて、

町民の皆さんにお届けします。楽しみにお待

ちください。 

令和4年度「陽だまり」の題字が届きました！ 

 部長 朝倉美恵さん 

 自分が描いた題字が町

民の皆さんに見てもらえ

るので、楽しんで描くこ

とができました。4月から

毎月の部員それぞれの題

字をぜひ見てください。 


