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（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 10/19(水) 研修旅行 

5 
（陣屋） 

和みの会 10/7(金) 研修旅行 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 10/19(水) 
(下高屋公民館） 

健康教室 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 10/20(木) 
(荒屋敷会館） 
三味線演奏 

8 本町サロン 10/20(木) 研修旅行 

11 サロンおいわけ ― お休み 

12 西町サロン 10/31(月) 研修旅行 

13 桐ヶ窪サロン 10/11(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 10/24(月) 
(ふれあい館） 
健康講座 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 10/28(金) 役場見学 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 10/21(金) 

（ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 10/20(木) 
(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
10/26(水) 

(うぶかの郷） 
茶話会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 10/1(土) 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 
10/14(金)           

10/28(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会・健康講座 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 10/13(木) 研修旅行 

23 田町お楽しみ会 10/11(火) 
(半田公民館） 
健康講座 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 10/18(火) 研修旅行 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 10/18(火) 

(前屋敷会館） 
10周年記念式典 

26 サロン南郷 10/21(金) 研修旅行 

27 サロン吉沼 10/10(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会 

28 サロン上成田 10/3(月) 研修旅行 

30 サロン松原 10/19(水) 
(松原公民館） 
茶話会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 10/12(水) 研修旅行 

32 道林サロン 10/25(火) 研修旅行 

33 中北さくら会 10/24(月) 研修旅行 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 10/13(木) 
(ふれあい館） 

みんなでランチ 

10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 
 こと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 
10/28(金) 

(ふれあい館） 
みんなでランチ 

※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」 
 ここ数年、地震や異常気象による災害が続
いています。桑折町で行っている災害対策に
ついて、また個人が行う対策を片平議長より
お聞きして、我が家では全然できていないこ
とに気づきました。また、近所には一人暮ら
しの高齢者もいらっしゃいます。自分だけで
はなく、周りにも気を配り、いざという時に
困ることのないように、しっかり準備してい
きたいと思います。        K.I 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和4年9月28日(水)、10月26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 

10/4(火) 

10/18(火) 

(ふれあい館） 
 現在、新規募集はし 

 ておりません。 

（社）桑折町社会福祉協議会 桑折町ボランティアセンター 

〒969-1643  福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地 
℡ 024-581-0255 Fax 024-581-0256 E-Mail vc-koori@koori-shakyo.or.jp  

“サマーショートボランティアスクール”終了！ 
 8月10日(水)やすらぎ園で「サマーショートボランティアスクール」の閉校式が行われました。 

 午前中は、宮城県仙台市にある、公益財団法人日本盲導犬協会仙台訓練センターを見学し、視

覚障がいや盲導犬について理解を深めた後、それぞれのボランテイア活動を振り返りました。 

 午後、社会福祉協議会熊谷会長より「この度の経験をこれからの活動に活かして欲しい」との

お言葉と、修了証書・記念品が渡されました。 

＜これからもやってみたい 
      ボランティア＞ 
・高齢者のお弁当作りと配達、 

 高齢者の車イス移動のお手伝 

 い、高齢者のお世話と介護 

・町のゴミ拾い・地域の力にな 

 ること 

・人を助ける活動・人の役に立 

 つこと 

・お弁当を作ったりお料理する 

 お手伝い 

・子ども食堂のお手伝い 

 ※報告書アンケートより 

桑折町ボランティアセンター情報紙 
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＜盲導犬訓練センター 
    見学プログラム＞ 
・盲導犬について（お仕事 

 の内容や訓練の方法） 

・視覚障がいについて 

・質問コーナー 

 ※コロナ感染予防のため 

 残念ながら、盲導犬体験 

 歩行と盲導犬ＰＲ犬との 

 ふれあいは、できません 

 でした。 



サマーショートボランティアスクール“活動アルバム” 

☆盲導犬のできることは、３つ！ 
 ①曲がり角 ②段差 ③障害物（車や人を含む）を盲導犬 
  ユーザー（視覚障がい者）に知らせること 
 ※道を覚えるのは、盲導犬ユーザーの仕事 
☆盲導犬を見かけたら 
 ・盲導犬に話しかけない・触らない・覗き込まない・物（食 
 べ物、遊び道具等）を与えない。 
 ・盲導犬とユーザーを見守る 
 ・盲導犬ユーザーに話しかけるときは、挨拶ではなく、必ず 
 「盲導犬ユーザーさん」と話しかける  
 ※自分に話しかけられていると気が付かないため 
☆盲導犬は、身体障がい者補助犬なので、法律で入店拒否をし 
 てはいけない決まりになっています。 

日本盲導犬協会仙台訓練センター 

 新型コロナウイルスの感染拡大もあり、高齢者福祉施設でのボランテイア活動はできません

でした。そんな中、高齢者への配食サービスを手掛ける「ささえ愛ふらっと」でのボランティ

アでは、お弁当を受け取る利用者さんに、とても喜んでいただきました。 

＜ボランティアを体験しての感想＞ 

 〇 仲良くお弁当を作っている姿を見て、とても良いなと思いました。楽しかったです。 

 〇 無理だと思う大変なことも、皆で協力すれば実現できるんだと実感しました。 

≪ささえ愛ふらっと≫ 

サロンだより  
                                                                          8月26日(金)やわたサロン（代表 阿部紀子さん） 
 桑折町議会 片平秀雄議長より「桑折町の防災について」お話いただきました。 
 これからの災害にしっかり備えていきたいと思います。 

災害時の対応の５本指 

① 常にハザードマップを見ておく 
 （家族の見える所に貼っておく） 
② 災害状況の把握は、自分で行うことが重要 
 （情報を待っていない） 
③ 家族・知人・友人との連絡体制 
 （連携の共有を作っておく） 
④ 非常時持ち出し用品の備え 
 （特に薬や水など、1日分） 
⑤ 備蓄食品は、賞味期限の長いものより、食 
  べて補充する考え。（忘れ防止） 

  令和４年１０月 ８ 日 １３時～（開場 １２時３０分） 

     多目的スタジオ  「イコーゼ！」     

「災害ボランティア 愛・知・人による実践講習」 
  ①ロープワーク講習   ②土のう作り講習    
   ③簡易瓦作り講習  

特定非営利活動法人 
にいがた災害 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ理事長 
 

 李  仁 鉄 氏 

講 演 会  
1部 13：00～14：05 １F 多目的スタジオ 第1部 １４：１0～14：50 １F  多目的スタジオ 

トークセッション 

  2部 １５：０0～16：00 2F キッズルーム・キッズランニングコース 

災害に役立つ講習会  

  ３.16 福島県沖地震 
         災害の振り返り 

「常日頃の防災意識」・「災害が 
   起きた際の地域の団結力」 

●特定非営利活動法人 
  にいがた災害 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長 
           李   仁 鉄  氏 

●災害ボランティア 愛・知・人 代表 

              赤池   博美  氏 

●南郷町内会 会 長 佐藤久仁夫 氏 

●桑折町社会福祉協議会 

対象参加者 町民の方、または防災・災害、地域づくりに興味のある方であればどなたでも参加可 

申込み方法 

下記の①～③のいずれかにてお申込みください。 

 ① やすらぎ園に申込用紙を用意しております。 

 ② お電話にてお申込みください。 TEL 582-1155 

     （受付時間 ９時～１７時） 

 ③ 右記のQRコードからお申込みください。 

申込み締切 令和４年１０月３日締め切り。定員になり次第締め切ります。 

感染症対策 
本講座は、参加者の安全のため、感染予防対策を行い、実施いたします。 
当日は、消毒、体温測定にご協力ください。万が一、参加者の安全を確保できないと判
断した場合は、中止または延期となる場合があります。 

◇ 参加方法について ◇ 

お問合せ   桑折町社会福祉協議会 ℡ ５８２－１１５５ 

平時も災害時も！住民が支えあう桑折町 

防災・災害 講座 

 

令和4年度 地域共生社会づくり推進セミナー  

   

社協よりお知らせ 
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