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ふれあい・いきいきサロン 代表者研修会開催 
 11月24日(木)イコーゼ多目的スタジオで、ふれあい・いきいき 
サロンの代表者26名が参加し研修会及び交流会が開催されました。 

 講師に「はんどめいど na-turi(なちゅり)」の山口由理さんをお招き
して、「ボタニカルジェルランタン」を作りました。思ったよりも簡単
に素敵なランタンを作ることができて、「サロンでもやってみたい」と
のお声を沢山いただきました。集中して指先を使う作業も、早い方は 

10分ほどで、難しい方にはお手伝いしながら、
凝る方は一つ一つ丁寧に、それぞれに個性がで
て、皆さん楽しく作製することができました。 
 寒さの厳しい季節、室内で過ごすことが多く
なりますが、ご自分の作品に火を灯し、「ぽっ
と」心も温かくなる冬をお過ごしください。 

桑折町ボランティアセンター情報紙 

＜代表者の皆さんから、サロン活動の感想をいただきました。＞ 
☆サロン活動をしていて楽しいと思うこと 
 ・コロナ禍で地域の皆さんと話す機会がない中、月１回でも情報交換ができて嬉しいです。 
 ・会話での交流でストレス発散できるのがとても良いです。 
 ・参加者の「楽しかった」「来て良かった」と言われると続けていかなければと思います。 
☆サロン活動をしていて不安に思うこと 
 ・年々高齢化により参加者が減っていくことです。 
 ・参加者が高齢になり、会場までの行き帰りが心配です。・後継者がいるか不安です。 
 以上のように、サロンは地域の皆さんに愛され、必要とされていると感じましたが、やはり
課題は、サロン全体の高齢化、新規加入者が少ないこと、交通手段の確保、そして代表者の育
成など、これからの「ふれあい・いきいきサロン」の在り方について考えていかなくてはなら
ないと、改めて実感させられました。 

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 1/18(水) 

(北部公民館） 
新年会 

5 
（陣屋） 

和みの会 － お休み 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 1/21(土) 
(下高屋公民館） 

新年会 歌謡ショー 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 1/19(木) 
(荒屋敷会館） 

新年会 

8 本町サロン 1/19(木) 
(ふれあい館） 
新年会 

11 サロンおいわけ 1/16(月) 
（追分町民会館） 

交通安全講話 

12 西町サロン 1/19(木) 
（こころ館） 

茶話会 

13 桐ヶ窪サロン 1/10(火) 
（桐ケ窪会館） 

茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 1/23(月) 
(ふれあい館） 
新年会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 1/27(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 1/20(金) 

（ホタピーハウス） 
新年会 

17 成田サロン 1/20(金) 
(下成田公民館） 

新年会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
1/25(水) 

(六丁目会館） 
新年会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 1/11(水) 
(内之馬場公民館） 
茶話会・次年度予定 

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 
1/13(金)           

1/27(金)         

(中屋敷集会所） 
新年会 

茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 1/12(木) 
（こころ館） 

新年会 

23 田町お楽しみ会 － お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 1/15(日) 
(上郡上代集会所） 

新年会 

マジックショー 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 1/18(水) 

(前屋敷会館） 
新年会 

26 サロン南郷 1/20(金) 
（南郷会館） 

新年会 

27 サロン吉沼 1/9(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会 
かるた取り 

28 サロン上成田 1/10(火) 
（上成田集会所） 

茶話会 

30 サロン松原 1/18(水) 
(松原公民館） 
蕎麦の会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 1/11(水) 
（北部公民館） 

新年会 

32 道林サロン 1/8(日) 
（道林会館） 

茶話会 

33 中北さくら会 1/16(月) 
（中北公民館） 

茶話会 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 1/12(木) 
(ふれあい館） 

新年会 

１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 
1/27(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」 
 買い物に行く度に、様々な商品が値上がり
していることを実感します。実際この1年で生
活費は、10％上昇しているそうです。物価上
昇の原因は、主に燃料資源価格の高騰、円安
による輸入コストの上昇などですが、それら
はまだまだ続くと思われます。我が家ででき
る対策「節約」について、特にこの冬の寒さ
をどう乗り切るか、頭を悩ませる日々が続い
ています。            K.I 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和5年1月25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 

1/10(火) 

1/24(火) 

(ふれあい館） 
 現在新規は、募集し 

ておりません。 



「おげんき会」２０周年おめでとうございます！ 

講師派遣 

 オカリナアンサンブルひまわり  

             渡邉貞子さん 

 11月18日(金)桑の実会（代表髙橋節子さん） 

うぶかの郷において、オカリナの演奏会が行わ 

れました。会場いっぱいにオカリナの美しい音 

色が響き渡り、こんなに小さなオカリナから、 

こんなに大きな音が出るのかと、皆さん驚いて 

いました。 

  11月16日(水)うぶかの郷において「おげんき会20周年記念式典」が行われました。 

 ＜世話人代表 赤坂あけみさん＞  

 2001年11月「おげんき会」誕生から20年、過日うぶかの郷に
て記念式典を開催いたしました。当初は東上、西上、中区地域
の皆様と一緒でしたが、公民館に入りきれない程に大所帯とな
り、5年前に西上地区の皆さんは「西上おげんき会」として活動
しています。当日は「おげんき会」立ち上げメンバーであった
西上地区の佐藤恭子さん、山木君子さんにも参会いただき、楽
しい一時を過ごすことができました。 
 昨今、隣り近所のお付き合いも希薄になる中、月1回住み慣れ
た地域の皆さんと交流する機会があることは楽しみであり、心
身の健康維持のためにも大切なことだと思います。サロンを開
催するにあたり、協力してくださっている皆さんに心から感謝
するとともに、今後も参加してくださる皆さんと一緒に「おげんき会」をより一層元気にして
いきたいと思っております。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 社協熊谷孔隆会長より祝辞をいただき、式典後は、今井憲治さんのマジックショーで盛り上
がりました。 
 20周年を迎え、参加し
た皆さんから、常日頃の
感謝の気持ちとして、た
くさんの手縫いの雑巾等
をいただきました。デイ
サービス、ヘルパー等で
大切に使わせていただき
ます。 
 また、毎年今井さんと
一緒にサロンを盛り上げ
てくださっていた、霜山
富士夫さんが、9月7日に
77歳でご逝去され、今井
さんがお持ちくださった
お写真とCDの心に響く歌
声に感涙しました。 

東上・中区 

子育てサロン  
   ぽかぽかクラブ   12月9日(金) クリスマス会 

  今年のクリスマスは、たくさんのお友達と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。 

 まだまだ、赤ちゃんだと思っていたお友達も、もう1人で歩けるようになり、この時期の成長

の早さに驚かされます。 

ボランテイア団体紹介！ 

＊どんな人たちが？ 

＊どんな事してるの？ 

 子ども食堂の調理ボランティアを募集しています！ 

 日 時 毎月第3木曜日 午後1時30分～4時頃まで 

    （今年度は、令和5年1月19日、2月16日、3月16日） 

 内 容 調 理 

 会 場 桑折公民館（桑島三103）℡582-2564    

   

  

10月20日(木)ハヤシライス 

子ども食堂で一緒に活動しませんか？ 

7月21日(木)キーマカレー 

←お友達にサンタ
さんからお菓子と 
1年間頑張ったお母
さんにプレゼント
が届きました。 

次回 令和５年1月27日(金)おしゃべり会 
来月も楽しみにお待ちしてます！ 

 毎月とても美味しいと大好評

です。一緒に調理に参加してみ

ませんか？メンバーで楽しく調

理してます。お待ちしてます。 

今後、不定期ですが、活動あった時にご報告致します 

（これから毎月ボランティア団体をご紹介します。） 

令和4年10月11日(火) 
福島保護観察所 
統括保護観察官 南友里さんを
お招きして 
「更生保護とは？」 
「地域の理解と認知度を高める
活動」について学びました。 

桑折町更生保護女性会 
代表 佐藤文恵さん 


