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「認知症サポーター」になる！ 
 7月4日(月) 醸小5年生の皆さんが、認知症サボーター養成講座を受講しました。困っている
おじいちゃんおばあちゃんに、僕たち私たちができることはどんなことか、認知症について勉強
し、認知症の方への対応について真剣に考え話し合いました。90分の授業を終え、55人生徒の皆
さんの手には、オレンジリングが輝いていました。 

 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。その他、福祉教育（車いす、高齢者疑似体験）を希望する団体
等がありましたら、ボランティアセンターまでご連絡ください。 

社協は福祉教育を応援します！ 

「福祉」について学ぶ!  

 6月30日(木) ≪車いす体験、高齢者疑似体験感想≫ 
＜大野蓮翔さん＞ 
 車いす体験体験で一番心に残ったことは、乗っている人が
安心できるように、スロープを後ろ向きで下りることです。  
＜小林巧実さん＞ 
 高れい者になると、ひじがまがらなくなったりして、今と
全くちがう感じになって、大変だなと思いました。 

ユニバーサルデザイン・車いす・高齢者疑似体験 

醸芳小学校５年生 

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 8/17(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

5 
（陣屋） 

和みの会 － お休み 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 － お休み 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 － お休み 

8 本町サロン 8/18(木) 
(ふれあい館） 
茶話会 

11 サロンおいわけ 8/22(月) 
(追分町民会館） 
DVD鑑賞 

12 西町サロン － お休み 

13 桐ヶ窪サロン 8/9(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 － お休み 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 8/26(金) 
(久保八幡集会所） 
防災について 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 － お休み 

17 成田サロン 8/20(土) 
(下成田公民館） 
歌謡ショー 

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 8/1(月) 
(うぶかの郷） 

落語を楽しもう 

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 － お休み 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 － お休み 

23 田町お楽しみ会 － お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 8/23(火) ちょっとおでかけ 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 － お休み 

26 サロン南郷 － お休み 

27 サロン吉沼 － お休み 

28 サロン上成田 － お休み 

30 サロン松原 － お休み 

31 
（西上） 

西上おげんき会 8/10(水) 
(北部公民館） 

みんなでランチ 

32 道林サロン 8/7(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 8/22(月) 
(中北公民館） 
健康講座 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 8/25(木) 
(ふれあい館） 

おしゃべりカフェ 

８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」 
 10年来公私にわたって相談していた友人を
亡くしました。余命宣告から１ヶ月、コロナ
禍もあり一度も会えずに見送る事となりまし
た。3月に会った時にはまさかこれが最後に
なるとは夢にも思いませんでした。次が必ず
あるとは限らないことを実感しました。これ
からは、後悔しないよう、一期一会を大切に
していきたいと思います。     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 

 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 8/26(金) 
(ふれあい館） 

おしゃべり会 

 ※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7月27日(水)、8月24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。 

（高齢者のための） 

健康マージャン 
サロン 

8/2(火) 

8/30(火) 

(ふれあい館） 
 現在新規は、募集して 

 おりません。 



ボランティアの 

輪を広げよう 

健康マージャンサロンは、新型コロナウイルス感染を考慮し休会しておりましたが、ワクチ

ン接種も進んでいることや参加者の皆様からの再開要望の声もあり、7月から再開いたしまし

た。今後は毎月2回（原則第1、第3火曜日 13：00～16：00）ふれあい館で開催の予定です。

（8月は2日、30日）コロナ感染の状況によっては中止もしくは変更することもあります。 

安心して楽しくゲームを楽しめるよう参加者の皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

尚、コロナウイルス感染予防の観点から当面新規の会員募集は見合わせて

おりますのでご了承ください。 

                        世話人代表 宍戸 守        

 高齢者のための“健康マージャンサロン”よりお知らせ          

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。 

2022年 高校生・一般対象サマボラ開催します！ 

 ボランティア体験を通じて、地域社会の問題を理解し、ボランティア活動へ

の積極的な参加意識を促進するため、下記の内容で「サマーショートボラン

ティアスクール」を開催します。高校生以上の学生の方や一般の方で夏休み中

にボランティア活動を希望する方は、ボランティアセンター（℡ 581-0255) 

まで、お問合せ下さい。（中学生は、別途通知しております。） 

 ボランティアに興味はあるけど、「きっかけがない」「時間がない」と思っ

ている皆さん、夏休み期間を利用してボランティア活動体験してみませんか？ 

 

活動施設 活動日 活動時間 募集数/1日 

やすらぎ園 

デイサービス 
7/21～8/5の月～土 

 ① 8:30～12:00 

 ②14:00～17:00 

1日2名    

14日間 

大かや園 

デイサービス 
7/21～8/5の月～土 

 ① 8:30～12:00 

 ②14:00～17:00 

1日2名    

14日間 

半日デイサービス              

もんも 

7/21～8/5の 

月・火・木・金・土 

 ① 9:00～12:20 

 ②13:30～16:40 

1日2名    

11日間 

ささえ愛ふらっと 

ふらっとはうす 

7/25(月)  7/27(水) 7/30(土) 

   8/1(月) 8/3(水) 8/6(土) 
8:45～12:00 各2名 

 笑いヨガ 関口恭子さん 

 笑いヨガとは、笑いの体操

と、呼吸法を組み合わせた健

康体操です。 

 各サロンにDVDをお配りす

る予定です。 

 サロンで20分DVDを観なが

ら皆で笑いヨガをして頂きた

いと思います。 

講師派遣 

ボランティア 

6月14日(火)田町お楽しみ会 6月15日(水)サロン松原 

藤田総合病院  

 藤田総合病院「認知症初期集中支援チーム」野地作業療法士、大貫作業療法士による健康講座
では、認知症予防の体操と認知症初期集中支援チームについて教えていただきました。 

6月29日(水)六丁目ふれあいサロン  5月12日(木)喜楽会 6月17日(金)和みの会 

大貫作業療法士  

 作業療法士 大貫弘人さん 
 「認知症初期集中支援チーム」とは、認知症が疑われる方や、認知症の方
及びそのご家族が住み慣れた地域で暮らし続けられるように早期対応を支援
するチームです。医師や看護師、作業療法士、薬剤師など様々な分野のス
タッフがサポートしていきます。活動の一つとして昨年度から、ふれあい・
いきいきサロンで認知症予防体操を一緒に行っています。 

☆認知症についての心配事、ご相談は、下記にご連絡ください。   
  桑折町地域包括支援センター 582-1188 
  認知症初期集中支援チーム 
  藤田総合病院内 563-6763（直通電話）月～金 9：00～16：00 

＜齋藤富士子さんの感想＞ 

 久しぶりに思いっ切り笑った

気がします。家でテレビを見な

がらひとりで笑うのと違って、

みんなと一緒にお話ししなが

ら、同じ内容で笑うことがこん

なに嬉しくて大切なことだと心

から実感しました。 

 6月20日(月) 成田サロンでは、うつくしま芸人会 代表 小橋伸一さん他2人をお招きして、

落語を拝見し、みんなでおなかを抱えて笑いました。＜成田サロン 代表 宍戸ヒデ子さん＞ 

樂しく亭ツイ輝さん しお屋山笑さん 酒飲亭いさんさん 


