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3 
（東上・中区） 
おげんき会 11/16(水) 

(うぶかの郷） 
サロン誕生会 

5 
（陣屋） 

和みの会 11/18(金) 
（佐々木邸） 

ちぎり絵 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 11/16(水) 
(下高屋公民館） 

笑いヨガ 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 11/17(木) 研修旅行 

8 本町サロン 11/17(木) 
(うぶかの郷） 

舞踊とリズムダンス 

11 サロンおいわけ 11/14(月) 
（追分町民会館） 

健康講座 

12 西町サロン 11/17(木) 
（こころ館） 

マジックショー 

13 桐ヶ窪サロン 11/15(火) 研修旅行 

14 
（諏訪） 

さわやか会 11/28(月) 
(ふれあい館） 
健康講座 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 11/25(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 11/18(金) 

（うぶかの郷） 
オカリナ演奏 

17 成田サロン 11/20(日) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
11/23(水) 

(六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 11/1(火) 
(内之馬場公民館） 
マジックショー 

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 
11/11(金)           

11/25(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 11/10(木) 
（こころ館） 

茶話会 

23 田町お楽しみ会 － お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 11/15(火) 
(上郡上代集会所） 
津軽三味線演奏 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 11/18(金) 研修旅行 

26 サロン南郷 11/18(金) 
（南郷会館） 

茶話会 

27 サロン吉沼 11/14(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会・トランプ 

28 サロン上成田 11/8(火) 
（上成田集会所） 

芋煮会 

30 サロン松原 11/16(水) 研修旅行 

31 
（西上） 

西上おげんき会 11/9(水) 
（北部公民館） 

DVD鑑賞 

32 道林サロン 11/6(日) 
（道林会館） 

茶話会 

33 中北さくら会 11/21(月) 
（中北公民館） 

健康講座 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 11/10(木) 
(イコーゼキッズルーム）

骨盤エクササイズ 

11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 
11/25(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。 

「あとがき」 
 11日から東京都を除く、46道府県で「全国
旅行支援」がスタートしました。ただ、対象
期間が異なる自治体があったり、旅行会社に
よっては1日で完売するエリアがあったり混乱
がみられました。その他にもワクチン3回接種
証明や陰性証明が必要だったり、利用するに
も色々難しいようです。受験生を持つ我が家
では指をくわえて観ているだけです。 K.I 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和4年10月26日(水)、11月16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 

11/1(火) 

11/15(火) 

(ふれあい館） 
 現在新規は、募集し 

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  

平時も災害時も！住民が支えあう桑折町 
 10月8日(土) 多目的スタジオ「イコーゼ」において、令和４年度 地域共生社会づくり推
進セミナー「防災・災害講座」が行われました。講演会には、20代から80代まで、150人の出
席をいただき、皆さんからとても分かりやすく為になったと沢山のお声をいただきました。 
 実践講習にも多数参加いただき、これを機に、町民の防災・災害に対する意識が高まり、災
害時においても、地域が団結して対応できることを期待しています。 

＜第１部＞ 
講演「常日頃の防災意識「災害が起き 
   た際の地域の団結力」 
講師 特定非営利活動法人 
   にいがた災害 
   ボランティアネットワーク 
   理事長 李 仁鉄 氏     

 トークセッション  
 「3.16福島県沖地震災害の振返り」 
 ☆李 仁鉄 氏 
 ☆赤池博美氏（災害ボランティア愛・知・人代表） 
 ☆佐藤久仁夫 氏（南郷町内会 会長） 
 ☆桑折町社会福祉協議会 

発行 2022.10.19 桑折町ボランティアセンター情報紙 
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      ＜第２部＞災害に役立つ講習会 「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  

◇アンケート調査より◇ 

 ・常日頃の防災意識は？と問われると胸を張って 

 「Yes」と答えられないのが現状です。しっかりと 

  意識を持ち、常に危機管理能力を高めていく必要 

  があると改めて実感しました。 

 ・このような講座はとても有意義なので定期的に 

  開催して欲しい。実技講習は、基礎と上級にわけ 

  るなど、次回の講習会に期待しています。 



子育てサロン  
ぽかぽかクラブ 9月30日(金)ママのリフレッシュ体操 

インストラクター 片平正子さん 

 日頃の育児疲れも、リンパの流れを良

くするだけで、とてもスッキリします。 

次回 10月28日(金) みんなでランチ 

   11月25日(金) おしゃべり会 

来月も楽しみにお待ちしています！ 

 大正琴  福島しのぶ会 ネオ若葉 吉川幸江さん 他7名 

   

 

芸能ボランティア 

 歌謡ショー 渋谷秀子さん うぶかの郷 

  毎年楽しみにしています！今年の歌声もまた、力強く美しく、年を重ねるごとに深みが増し 
 ていくようですね。 

9月11日(日)田町お楽しみ会 代表 横山節子さん 9月15日(木)西町サロン 代表 亀岡トシ子さん 

  日本舞踊とリズムダンス  うぶかの郷  

 菅野タイ子さんとなかよしクラブ 

   9月21日(水) よらんしょ会 代表 湯澤友子さん  

  以前から拝見したいと思っていましたが、なかな 

 か機会がなく、やっと実現したことに、とても感謝 

 しています。踊りのしぐさひとつひとつが美しく、 

 これからもぜひ、頑張って続けていって欲しいと思 

 っています。 

 9月11日(日) ふじの会  

 代表 蓬田タイ子さん 

 美しい旋律と8人による

深みのある演奏「皆さんに

お会いできたことがなによ

り嬉しい」とおっしゃって

下さった先生のお言葉に感

動しました。 

 11月23日(水)ふるさと会

館で行われる発表会を楽し

みにしています。 

サロンだより 
 9月21日(水) おげんき会 代表 赤坂あけみさん 

 福島県消費生活センターの小林さんから「悪質商法の

被害に遭わないために」高齢者を狙う悪質商法とクーリ

ングオフ制度について、福島県の佐藤さんより「エシカ

ル消費について」お話いただきました。エシカル消費

は、人や社会、地域、地球環境を考えた商品やサービス

を選んで消費することで、「より良い未来」に向かって

消費をすることだそうです。とても勉強になりました。 

収集ボランティア 

 外国コイン・紙幣520ｇ 未使用切手書き損じハガキ29枚の 

ご協力ありがとうございました。 

 ジョイセフへの募金は、発展途上国の女性が安心して妊娠や 

出産をするために、保健施設の整備と保健医療サービスの充実 

を図るとともに、少女や女性たちが、啓発教育などによって知 

識や情報を身に付け、自らの意思で健康を守ることができるよ 

うに支援する資金に充てられます。  

 公益財団法人ジョイセフおよび日本盲導犬協会より御礼状が届きました！ 

  

 やすらぎ園社協窓口に設置しております、

盲導犬募金箱に募金いただいた浄財1,417円

を日本盲導犬協に送金しました。盲導犬の育

成に使っていただきます。皆様のご協力あり

がとうございました。 

◇ビザスタに募金箱を新設◇ 
レガーレこおり/ビザスタレジわきに盲導犬の

募金箱を設置しました。盲導犬ユーザーも気

軽に外出して食事をできる環境を目指して、

盲導犬の育成にご協力ください。皆様の温か

いご協力をお待ちしております 

 法人・事業所 様 
  地域福祉事業に活用させていただきます。 

  ご協力ありがとうございました。        令和4年10月13日現在 

令和4年度 社協会費納入のご報告 

・株式会社 NEXT 様 
・株式会社 福島銀行 桑折支店 様 
・有限会社 ワタナベスタジオ 様 
・有限会社 渡辺鉄工建設 様 

・安斎醸造有限会社 様 
・割烹 仙台屋 様 
・桑折郵便局 様 
・有限会社 田村屋 様 


