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3 
（東上・中区） 
おげんき会 9/21(水) 

(北部公民館） 
出前講座 

5 
（陣屋） 

和みの会 9/16(金) 
(佐々木邸） 

紙芝居・ハーモニカ 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 9/21(水) 
(うぶかの郷） 

日本舞踊・ダンス 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 9/15(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 9/15(木) 
(ふれあい館） 
茶話会 

11 サロンおいわけ 9/26(月) 
(追分町民会館） 
健康講座 

12 西町サロン 9/15(木) 
(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

13 桐ヶ窪サロン 9/13(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 9/26(月) 研修旅行 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 9/30(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 9/16(金) 

（ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 9/20(火) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
9/28(水) 

(六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 9/1(木) 
(内の馬場公民館） 

皆で楽しく歌おう 
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21 
（伊達崎中屋敷） 

さくら会 
9/9(金)           

9/23(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 9/8(木) 
(こころ館） 
茶話会 

23 田町お楽しみ会 9/11(日) 
(うぶかの郷） 

茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 9/20(火) 
(上郡上代集会所） 
健康体操 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 9/25(日) 

(前屋敷会館） 
大正琴演奏 

26 サロン南郷 9/16(金) 
(うぶかの郷） 

茶話会 

27 サロン吉沼 9/12(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会・輪投げ 

28 サロン上成田 9/13(火) 
(上成田集会所） 
健康講座 

30 サロン松原 9/21(水) 
(松原寺） 
ご法話 

31 
（西上） 

西上おげんき会 9/14(水) 
(北部公民館） 
健康講座 

32 道林サロン 9/4(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 9/19(月) 
(中北公民館） 
茶話会 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 9/8(木) 研修旅行 

9月のサロン予定 
※ 予定は変更になる場合があります。 

 ※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 9/30(金) 
(ふれあい館） 

ママのリフレッシュ体操教室 

 ※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。 

「あとがき」 
 サマボラの開校式で行った、災害ボラン
ティア講座で、赤池講師の「できる人が・で
きるときに・できることをする」との言葉
と、ボランティアで運営している「ささえ愛
ふらっと」の高齢者への配食サービスで、室
井代表が「週に一度お弁当を配ってもらえる
だけでとても助かる」との言葉に、私も今は
無理でも、子育てが終わったら少しはお手伝
いできるかなと思い、また同時に今自分にで
きることも考えたいと思いました。 K.I 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和4年8月24日(水)、9月28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。 
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“サマーショートボランティアスクール”スタートしました！ 
 夏休みを利用してボランティアを体験する「サマーショートボランティアスクール」の開校式

が7月23日(土)イコーゼキッズルームで開催されました。サマボラを実施するのは、前回の令和

元年度から3年ぶりです。醸芳中学校3年生5人、2年生4人、1年生7人、福島南高校1年生1人の合

計17人の申し込みがありました。開校式では、担当職員からオリエンテーションの後、愛知人に

よる「災害ボランティア養成講座」が行われました。“いつ来るかわからない災害に備えよう”

と題して、壊れた瓦の代わりに段ボールとシルバーシートを使った、代替え瓦を作成したり、

「じゃがりこ」を使って、ポテトサラダを作りました。（裏面に掲載） 

子ども食堂  

 7月21日(木)、桑折公民館で、お弁当作

りのボランティア（中学生５人）も参加し

て全部で90食を作りました。 

 メニューは、キーマカレーと中華スー

プ、ささみフライで、玉ねぎを細かく刻む

作業から、大鍋でキーマカレーを作ったり

しました。子供たちが作って、持ち帰って

家族と食べたお弁当が、とても美味しかっ

たと、ご家族からお礼のお電話をいただき

ました。 

      レガーレ伊達崎マルシェ      

 7月24日(日)、ボランティア（中学生7

人）が、お客様に手の消毒のお願いや、パ

ンフレットを配ったり、野菜や果物を販売

するお仕事のお手伝いをしました。厳しい

炎天下にも弱音を吐かず、楽しそうに、笑

顔で対応していました。 

 思いがけず、髙橋町長より、お蕎麦や焼

き鳥の差し入れがあり、暑さでバテていた

子供たちも一気に元気になりました。 



力仕事では、岡﨑くんが大活躍！（写真中央）とても美味しくできました。“どうぞめしあがれ” 

≪子ども食堂≫ 

サマーショートボランティアスクール“活動アルバム” 

サマーショートボランティアスクール開校式 
 災害ボランティア講座「 愛・知・人」代表理事 

赤池博美さんより、今まで行ってきたボランティア

の経験をお聞きして、地震で壊れた瓦の代わりに使

う代替え瓦（耐久性3年ほど）を

作り、実際の瓦で使い方を教え

ていだだきました。 

 また、災害時に簡単にできる

「じゃがりこ」で作るポテトサ

ラダ（300カロリー）を試食し

ました。驚くほど“ポテトサラ

ダ”で、感動しました。 

「愛・知・人」は、愛知県のメンバーで発足して「愛を知

る人々」という意味から付けられました。現在750名が登

録し「できる人が・できるときに・できることをする」を

モットーに活動しています。開校式当日も赤池代表の他

佐々木さん、岩品さん、鮎ヶ瀬さんの3人が県外から、桑

折町のボランティアメンバー、今野さん、遠藤さん、半澤

さん、鈴木君も一緒に活動しました。 

暑さに負けず、笑顔で頑張りました！ カウントしていたお客さんの数は300人を超えました。 

≪レガーレ伊達崎マルシェ≫ 子育てサロン  

ぽかぽかクラブ  6月24日(金) 赤ちゃんヘアーカット教室 （ふれあい館） 

 赤ちゃんヘアーカット中 

 関口恭子さんに、赤ちゃん

のカットの仕方を教えてもら

いました。上手にかわいく

カットできました！ 

 終わったらみんなで楽しく

おしゃべりをしました。 

 次回 8月26日(金) 

    おしゃべり会 

三味線でコロナに負けず東北一周！  夢弦大 代表 菱沼千秋さん 
 新型コロナウイルス第7波の影響で、参加者が減るかと思いきや、たくさんの皆さんに集まっ

ていただき、民謡で東北一周をして日頃のストレスを吹き飛ばしました。久しぶりに、民謡を

唄って「本当に嬉しい！」と言っていただき私も嬉しかったです。 

7月15日(金) 和みの会（佐々木邸） 

令和4年度家族介護者交流事業 
 在宅で介護をしている家族者同士の交流やリフレッシュを目的として、家族介護者交流事業

を開催します。日ごろの疲れを癒しませんか。  

■日  時  9月9日(金) 10：00～14：00 

■場  所  イコーゼ、ピザスタ（イコーゼからピザスタへバスで移動します。） 

■予定内容  ①介護者ミーティング 

       ②マリンバコンサート 

       ③昼食、ジャンケン大会 

■対 象 者  在宅で介護をしている人 

       ※定員20人になり次第締め切ります。 

■申し込み  8/22(月)までに下記または担当ケアマネージャーに申し込みください。 

       ※新型コロナウイルスの感染状況により、内容の変更または中止になることも 

       あります。 

＜問い合わせ＞ 町地域包括支援センター ☎582-1188 

町地域包括支援センターよりお知らせ 

講師派遣事業 

7月28日(木) 西町サロン（ふれあい館) 

☆福島 
 飯坂小唄 
 会津磐梯山 
 相馬盆唄 
☆宮城 
 斎太郎節 
☆秋田 
 ドンパン節 
 大国舞 
☆山形 
 花笠音頭 
    など 

参加 
 
無料 


