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令和4年度ボランティアセンター事業計画 

 ①ふれあい・いきいきサロン（高齢者・子育て等）開催への支援 

  ・サロン開設、サロン活動の相談 

  ・講師派遣事業、うぶかの郷利用助成事業の実施等 

 ②ボランティア活動の推進 

  ・ボランティア相談、コーディネート 

  ・講座の開催（ボランティア講座、サロン活動者講習会、災害救援ボランティア養成講座、 

   サマーショートボランティアスクール等） 

  ・町外開催の講座・研修会等の情報提供及び参加受付（ボランティア講座等） 

  ・ボランティア活動器具・機材・図書等の貸し出し 

  ・ボランティア活動保険加入促進と手続き 

 ③福祉教育・ボランティア学習体験への支援 

  ・福祉教育プログラムの提供 

  ・町内小中学校の総合学習・ボランティア学習への支援  

 ④有償ボランティア制度の創設    

 桑折町ボランティアセンターの活動や、ボランティアに対する様々な情報を町民の皆様に

お伝えするために、情報紙「陽だまり」を毎月発行します。 

 また、地域の団体、関係者、行政機関等と連携し情報を共有して地域福祉の向上に努めま

す。ボランティアに関することなら、何でもボランティアセンターへご相談ください。 

 桑折町社会福祉協議会のスローガンである「あなたに寄り添い、共に歩む社協」として、

ボランティアセンターでは、今年度も下記の内容で取り組んでいきます。 

令和4年度の法律相談所よりお知らせ 
 毎月1回各地区公民館を巡回して開催し、相続や債務整理などに関する相談を受け付けてい

た法律相談所は、誠に申し訳ありませんが、都合により当面の間中止いたします。 

 今後は、相談を受付後に内容によって関係機関（弁護士、司法書士、町等）にご紹介する

ことといたします。 

 詳しくは、桑折町社協（℡ 582-1155 担当 角田
か く た

）までお問い合せください。 

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 6/15(水) 

(北部公民館） 
健康教室 

5 
（陣屋） 

和みの会 6/17(金) 
(佐々木邸） 
健康講座 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 6/15(水) 
(下高屋公民館） 

ゲームとおしゃべり 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 6/16(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 6/16(木) 
(ふれあい館） 
茶話会 

11 サロンおいわけ 6/20(月) 
(追分町民会館） 
健康講座 

12 西町サロン 6/15(水) 研修旅行 

13 桐ヶ窪サロン 6/14(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 6/27(月) 
（うぶかの郷） 
お食事会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 6/24(金) 
(久保八幡集会所） 

朗読でリフレッシュ 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 6/17(金) 研修旅行 

17 成田サロン 6/20(月) 
(下成田公民館） 

落語を楽しもう 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
6/29(水) 

(六丁目会館） 
健康講座 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 6/2(木) 研修旅行 

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 
6/10(金)

6/24(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 6/9(木) 
(南方部会館） 

朗読でリフレッシュ 

23 田町お楽しみ会 6/14(火) 
(半田公民館） 
笑いヨガ 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 6/21(火) (上郡上代集会所） 
フラワーアレンジメント 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 6/18(土) 研修旅行 

26 サロン南郷 6/17(金) 
(南郷会館） 
茶話会 

27 サロン吉沼 6/13(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会・折り紙 

28 サロン上成田 6/6(月) 研修旅行 

30 サロン松原 6/15(水) 
(松原公民館） 
笑いヨガ 

31 
（西上） 

西上おげんき会 6/8(水) 研修旅行 

32 道林サロン 6/5(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 6/23(木) 研修旅行 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 6/9(木) 
(ふれあい館） 

おしゃべりカフェde 

リサイクル交換会 

６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」 
 長期に亘るコロナ禍で、高齢者の認知症悪
化を心配していましたが、最近は有名人の自
殺が立て続けにあり、コロナ鬱について考え
るようになりました。家族以外の人との集ま
りや会食も少なくなり、ストレスを解消する
場所も機会も減っているのではないでしょう
か。心も病気にかかることがあります。風邪
のように気軽に診療を受けることができれば
自殺者も減るのではないでしょうか。 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 6/24(金) 
(ふれあい館） 

赤ちゃんヘアーカット教室 

 ※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5月25日(水)、6月22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。 



災害ボランティアに参加して！ 

 3月16日(水)に発生した、福島県沖地震による桑折町災害ボランティアは、5月13日(金)で受

付を終了しました。 

 地震発生より58日間で134件の申込があり、5月14日で全て完了しております。 

 内容は、屋根の応急処置、高齢者・障がい者宅の瓦、がれきなど災害ゴミの撤去及び処分、

室内の片付けです。 

  作業終了時には、多くの被災者の方々から感謝の言葉をいただきました。 

  のべ参加人数 

愛知人  611名   

一 般  284名 

合 計  895名 

20代 遠藤有矢さん 

 災害ボランティアは未経験。活動内容をよく知りま

せんでしたが、だからこそ興味がわき参加しました。

ボランティアとして町内を回ると、被害が想像以上で

驚きました。「愛・知・人」の方々から、作業方法に

ついて都度レクチャーを受け（時には背中を見て学び

つつ）、活動を行いました。活動が終わるころには、

顔にマスク形の日焼け跡がくっきりと………。活動の

経験と「愛・知・人」の方々から学んだことを、今後

の災害対応にいかしていこうと考えています。 

  屋根の応急処置等  高齢者・障がい者・支援が必要な方 
合計 

  愛知人さん対応案件 災害ゴミの撤去、処分 母屋の室内片付け 

受付件数 82 36 16 134 

対応件数 82 36 16 134 

残件数 0 0 0 0 

町民ボランティアの増強を 今野 邦彦さん 

 遠く愛知県（中には沖縄・福岡の方もあり）から駆

け付け、当町の復旧活動をしてくださっている団体が

あるのに、現地町民として知らないふりはできない、

との思いから参加しました。多くの町民の参加がある

ものと期待しておりましたが、結果、町民ボランティ

アは5人（一時的に＋6人）だったとのことで、絶対数

不足を痛感しました。 

 そこで、提案します。公の職に就いている方々、町

内の各分野のリーダーにこそ率先して範を示していた

だきたいと思います。 

 このような方々は町民への影響力も大きく、本気度

を表現できる好位置にいらっしゃいます。高見からボ

ランティアの重要性を説くことも大事ですが、現場に

足を運び共に汗を流すことにより、共助力・地域力も

上がるものと思います。更には、血の通った施策を策

定する上でも役に立つのではないでしょうか。 

 もちろん「できる人が できる時に できること

を！」が基本であることは言うまでもありませんが。 

大学生 半澤拓斗 

 災害ボランティアで沢山の人の優し

さを感じました。活動したのは短い期

間でしたが、被害に遭った方からの優

しさや、一緒に活動した「愛・知・

人」さんからの優しさ。ボランティア

は、お金をもらわずに優しさを振る舞

う、素晴らしいことだと考えさせられ

ました。これからも時間のある時に

は、積極的に活動していきます。 

桑折町災害ボランティア活動報告 

 災害ボランティアに参加した方々から意見・感想をいただきました。 

災害ボランティア活動の様子 

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。 

★皆さんに気持ち良くご利用いただけるよう、清掃、ゴミの持ち帰りをお願いします。 

★電気（明かり・エアコン等）ストーブの消し忘れにご意ください！ 

★ガス台を使用した場合は、元栓が閉っているか確認してください。 

★戸締りを確認して、施錠をお願いします。 

（北町）ふれあい館の使用方法 

★使用月の前月の１日から予約できます 

★桑折町の公民館がコロナウイルス感染拡大により貸

し出しが中止になった場合は、それに準じます。 

★使用申込はボランティアセンターまで（581-0255） 

「ふれあい館」施設内容 

 ・道路側店舗部分 ・座敷（10畳間） ・座敷（西側8畳間） 

 ・座敷（東側8畳間） ・駐車場（７、8台） 

 ・台所（電気ポット無料、ガス台で料理する場合100円） 

 ・冷房（エアコン100円） ・暖房（ストーブ１台につき100円） 

 ・椅子やテーブル、テレビも完備しています。 ・ＡＥＤ有 

ふれあい館の鍵の管理方法 

鍵を借りる 鍵を返却する 

 平日の午前８時半から午後５時までに、や

すらぎ園内のボランティアセンターへ鍵を借

りに来てください。 

※土日・祝日に使用する場合は、前日の平日 

 やすらぎ園内のボランティアセンターへ鍵を

返しにきてください。 

 平日午前８時半から午後５時まで 

※土日祝日及び夜間に使用した場合及び返しに

くるのが困難な場合は、施錠後「ふれあい館」

玄関向かって左側にある『郵便ポスト』に入れ

てください。 

「ふれあい館」は、地域コミュニティ施設として桑折町

の非営利団体であれば誰でも利用できます。 

使用後のお願い 

★「ふれあい館」は、高齢者、小さなお子様連れのお母さんが使用しています。駐車場を通

り抜けされるのは危険ですので、一般の道路をお使いください。 

町民の皆さんにお願い 


