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桑折町災害ボランティアセンター開設！ 

桑折町ボランティアセンター情報紙 

 令和4年3月16日(水)に発生した福島県沖地震は、伊達崎地区、北半田地区に大きな被害をもた

らしました。被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。 

 社協では、桑折町からの要請により、災害ボランティアセンターを立ち上げました。 

 昨年も活動いただいた、屋根の応急処置（ブルーシートかけ）を専門に行う災害ボランティア

団体「愛知人」さんが、活動してくださっています。（作業される方は抗原検査またはPCR検査

を定期的に実施しています。 

 地震による災害で、雨漏り等の心配のある方は、下記にご連絡ください。 

 ≪活動内容≫ 

 ① 屋根の応急処置 

  ☆屋根からの雨漏りにこまっている 

  ☆瓦がずれている 

  ☆土嚢袋に瓦を入れて屋根にのせている 

  ☆ブルーシートが風等でバタついている 

  など、屋根を修理するまでの応急処置を 

  行っています。 

 ≪注意事項≫ 

 〇 桑折町内の現在使用している家屋（空き家および物置等は対象外です） 

 〇 屋根は危険ですので、絶対に自分で上がらないでください。 

 〇 家屋の状態によっては、対応できないことがあります。 

 〇 特殊作業、材料が必要な場合は、自費がかかる場合があります。 

 〇 ボランティアが行っているのは、あくまでも「応急処置」です。修理および原状復帰は、 

  必ず業者へご依頼ください。 

 ② 壊れた瓦、災害ごみの運搬・部屋の片 

  づけ作業を行っています。（高齢者・ 

  障がい者・支援の必要な方限定） 

 ≪連絡先≫   

  桑折町災害ボランティアセンター 

 （保健福祉センターやすらぎ園 桑折町社会福祉協議会内） 

  電話 581-0255・582-1155  受付 月～金曜日 9時～17時まで 

サ
ロ
ン
№ 

（開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 5/18(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

5 
（陣屋） 

和みの会 5/13(金) 研修旅行 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 5/18(水) 
(下高屋公民館） 

スコップ三味線 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 5/19(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 5/19(木) 研修旅行 

11 サロンおいわけ 5/16(月) 
(追分町民会館） 
健康講座 

12 西町サロン 5/19(木) 
（こころ館） 

健康講座 

13 桐ヶ窪サロン 5/10(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 5/23(月) 
（ふれあい館） 

朗読でリフレッシュ 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 5/27(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 5/20(金) 

(ふれあい館） 
茶話会 

17 成田サロン 5/20(金) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
5/25(水) 

(六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 5/1(日) 
(内之馬場公民館） 
ギター演奏 

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 
5/13(金)

5/27(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会・血圧測定 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 5/12(木) 
(南方部会館） 
健康講座 

23 田町お楽しみ会 － お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 5/17(火) 
(上郡上代集会） 
茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 5/18(水) 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 5/20(金) 
(南郷会館） 
健康教室 

27 サロン吉沼 5/9(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会・ゲーム 

28 サロン上成田 5/10(火) 
(上成田集会所） 
茶話会 

30 サロン松原 5/18(水) 研修旅行 

31 
（西上） 

西上おげんき会 5/11(水) 
(北部公民館） 
朗読会 

32 道林サロン 5/8(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 5/16(月) 
(中北公民館） 
茶話会 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 5/12(木) 研修旅行 

５月のサロン予定 
※ 予定は変更になる場合があります。 

「あとがき」 
 この度の災害で「ボランティア休暇」とい
う制度があることを知りました。企業の社員
が地域や社会に貢献することによって、企業
のイメージアップは勿論、様々な体験を通し
て人的成長、実務能力及びリーダーシップの
向上といったメリットがあるそうです。福島
県で導入している企業はほんのわずかです。
災害だけでなく、社会貢献のため、導入する
企業が増えることを願っています。 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 

 もありますのでご了承ください。 

サロンは感染対策を徹底して開催しています。 

（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 5/27(金) 
(ふれあい館） 

手作りおやつを食べよう 

 ※サロンに関する詳細や連絡先をお知りになりたい方は、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。 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和4年4月27日(水)、5月25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。 



桑折町災害ボランティア活動報告 

 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付ます。事前に予約が必要なので桑折町社協（℡ 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付ます。 

 お気軽にお電話ください。（1件の相談時間は30分で、無料となっております。） 

会場（時間 9：30～11：30） 令和4年度法律相談予定日 

4/19(火) 8/ 9(火) 12/20(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

5/17(火) 9/20(火) 1/17(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

6/21(火) 10/18(火) 2/21(火) 伊達崎公民館 

7/19(火) 11/15(火) 3/14(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

令和4年度の法律相談所 

 福島県社協より、災害

ボランティアセンターの

コーディネートについて

お手伝い及びご指導いた

だきました。 

 災害ボランティア団体

「愛知人」、連合福島、

青年会議所、一般で参加

してくださったボランティアの皆さん、炎天下の下本当にあ

りがとうございました。 

 延べ件数22件の内11件の作業を完了することができまし

た。内容は、雨漏りしている屋根のブルーシートかけ、家財

の移動や廃棄、廃棄瓦の積載・廃棄、土嚢作り等です。 

 土嚢作りでは、青年会議所のお父さんと参加した、大橋松

煌君(中学２年生)、スタッフのお母さんと一緒に参加した、

鈴木仁太君(小学４年生)が大活躍でした。 

 現在、ボランティア活動者を募集しています。危険な作業

はありませんので、ぜひご協力をお願いします。 

 ≪連絡先≫ 桑折町災害ボランティアセンター 電話 581-0255・582-1155 

桑折町社会福祉協議会災害見舞金 

3月16日に発災した福島県沖を震源とする地震により、全壊及び半壊の被害を受けた世帯に対

して災害見舞金を支給しますので、下記まで申請して下さい。 

※支給基準は、桑折町災害見舞金の支給対象者となります。 

〇必要書類 

 ①り災証明書の写し 

 ②世帯主名義の預金通帳の写し 

〇申請窓口  

 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 

（保健福祉センターやすらぎ園内） 

 電話 024-582-1155 

被害区分 災害見舞金 

全  壊 1世帯につき 50,000円 

半  壊 
(大規模半壊及び
中規模半壊を含む) 

  

1世帯につき 30,000円 

  

  9日(土) 10日(日) 

愛知人 12名 13名 

連合福島  7名  5名 

青年会議所 10名 12名 

一 般  4名  1名 

合 計 33名 31名 

利 用 者 活 動 者 
 
 ≪対象者≫ 
 
 ❶ 町内に居住する70歳以上の一人暮らしの方または 

  75歳以上の2人暮らしの方（介護認定対象外の方） 
 
 ❷ 要支援者・事業対象者については、上記のサービス 

   ①～⑤の30分以内で、単一活動のみ利用できます。 

 ※要介護１～5の方については、介護保険訪問介護サー 

 ビス・事業所が行う自費サービス等をご利用ください。 

 

 ≪利用しての感想≫ 
 
 ✿Kさん 

 毎週ゴミ出しをしていただいて2月で1年になります。 

 ゴミ置き場まで遠いのでとても助かっています。 

 これからもよろしくお願いします。 
  
 ✿Yさん 

 週に１度ゴミ出しをお願いしています。 

 今年の冬は雪が多くて足元が不安でしたが、ケガする 

 ことなく過ごすことができました。 

 
 ≪対象者≫ 
 
  誰でも活動の登録が可能です。 

  ちょっとした空き時間を登録す 

 ることも可能です。 

 （資格等は問いません。） 

  登録の際、活動可能な曜日、時 

 間帯・活動できるサービス等をお 

 聞きします。 

 

 ≪活動しての感想≫ 
 
 ✿Sさん 

  私にとっては、簡単なことな 

 のですが、利用者様にとっては 

 大変なことと存じます。 

  なにより、お役にたてること 

 がとても嬉しいです。 

 ありがとうございます。 

                

 

利用したい！ 
有償助け合い利用者登録 

活動したい！ 
有償助け合い活動登録 

社協「有償助け合いサービスセンター」
コーディネーター 

有償助け合い活動者 有償助け合い利用者 

謝礼金（利用料） 30分300円 等    

有償助け合いサービスを提供    

活動の依頼 活動者の紹介  

有償助け合いサービス全体の流れ 

③灯油給油 

たとえばこんなサービスが利用できます 

★30分300円 ★1時間600円 ★１回200円（30分未満で単一活動サービス） 

⑥買い物 ①ゴミ出し ②電球交換 

⑤洗濯取込み 

⑧日常の清掃 

⑨その他高齢者の
ニーズに合った支援 

⑦調理 

④洗濯干し 

「有償助け合いサービス」活動しています！ 
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