
（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  

 VOL.254 

発行 2023.1.18 桑折町ボランティアセンター情報紙 

 
 

 令和5年  初春のごあいさつ 

   
 

町民の皆様、明けましておめでとうございます。 

穏やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

日頃より、社会福祉協議会に温かいご支援とご協力を賜り、心から感謝と御礼を申し 

上げます。 

昨年は、2年続けての大きな地震に見舞われ、桑折町においても大変な被害が発生い 

たしました。それに伴い1日でも早い被災者復旧のための災害ボランティアセンターを 

開設し、桑折町、関係機関と密に連携を図り、多くのボランティアの皆様よりご支援を 

いただいて、被災された町民の生活環境の回復と支援を行ってまいりました。 

 近年、地震や豪雨など自然災害が頻発化、激甚化しております。常日頃からの自然災 

害に対する防災意識、被災した時に役立つ応急処置等の啓発、そしてこれまでの災害か 

ら得た教訓を生かし、地域住民同士が支えあえる地域づくりを行ってまいります。 

さて、現在、高齢者世帯や日中一人暮らしの方が増加している状況にあります。介護 

予防、認知症予防、健康づくりのためには、助け合いの居場所づくりが大切であり、地 

域でのサロン活動が有効です。そのために、現在のサロン活動の充実を図るとともに、 

さらに、サロンの新規開設を促進してまいります。 

コロナウイルス感染症が、いつ収束するか見通しが立たない状況にあり、さらにイン 

フルエンザの同時流行が懸念されています。感染予防対策を徹底し、各種事業に取り組

み、社協の使命である「誰でもが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を進 

めてまいりますので、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

また、広報活動としては、情報紙「陽だまり」を通し、ふれあいサロンや小中学校の 

ボランティアスクールなどの活動を発信し、地域の輪と和をさらに広げて、地域活性化 

のお手伝いをしてまいります。 

結びに、本年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう心からご祈念申し上げ、  

新年のごあいさつといたします。 

 令和5年1月      

             社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 会長 熊谷孔隆 

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 2/15(水) 

(北部公民館） 
ゲーム大会 

5 
（陣屋） 

和みの会 2/17(金) 
（佐々木邸） 

健康講座 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 2/15(水) 
(下高屋公民館） 

ミニボッチャ 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 2/16(木) 
(荒屋敷会館） 

茶話会 

8 本町サロン － お休み 

11 サロンおいわけ 2/20(月) 
（追分町民会館） 

笑いヨガ 

12 西町サロン 2/16(木) 
（こころ館） 

茶話会 

13 桐ヶ窪サロン 2/15(水) 
（桐ケ窪会館） 

茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 2/27(月) 
(ふれあい館） 
茶話会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 2/24(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 2/17(金) 

（ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 2/20(月) 
（下成田公民館） 

茶話会 

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 2/1(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 
2/10(金)           

2/24(金)         

(中屋敷集会所） 

茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 2/9(木) 
（こころ館） 

茶話会 

23 田町お楽しみ会 2/7(火) 
（半田公民館） 

茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 2/21(火) 
(上郡上代集会所） 

茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 2/18(土) 

(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

26 サロン南郷 2/17(金) 
（南郷会館） 

茶話会 

27 サロン吉沼 2/13(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会・折り紙 

28 サロン上成田 2/14(火) 
（上成田集会所） 

茶話会 

30 サロン松原 2/15(水) 
(松原公民館） 

朗読でリフレッシュ 

31 
（西上） 

西上おげんき会 2/8(水) 
（北部公民館） 

ゲーム大会 

32 道林サロン 2/5(日) 
（道林会館） 

茶話会 

33 中北さくら会 2/20(月) 
（中北公民館） 

茶話会 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 2/9(木) 
(ふれあい館） 

チョコっと    

バレンタイン 

2月のサロン予定 
※ 予定は変更になる場合があります。 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 令和5年1月25日(水)、2月22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。 

※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 
2/24(金) 

(ふれあい館） 
子育て相談会 

※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」 
 新年明けましておめでとうございます 
 今年は卯年ですが、元々干支は植物の生長
を表す言葉で、「卯」のうさぎは、植物が
「茂」という時期で、繁殖する、増えるとい
う段階 だそうです。去年までで、様々なこと
の区切りがつき、次へと向かっていく、そこ
に成長や繁栄といった、明るい世界が広がっ
ていくことを、心から願っています。今年も
どうぞよろしくお願いいたします   K.I 

（高齢者のための） 

健康マージャン 
サロン 

2/7(火) 

2/21(火) 

(ふれあい館） 
 現在新規は、募集し 

ておりません。 



社協は福祉教育を応援します！ 

 クリスマス会マジックショー 
            今井憲治さん 

 12月22日(木)グループホームクローバーこお

りのクリスマス会にマジシャンの今井さんが来

てくださいました。利用者の皆さんとスタッフ

も一緒にマジックに参加して、驚いたり、笑っ

たり楽しい時間を過ごしました。また、とても

為になる言葉を教えていただき、とても感銘を

受けました。＜クローバーこおり 杉田さん＞ 

睦合小学校6年生「認知症サポーター」になる！ 

 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。 

芸能ボランティア 

☆私は、おじいちゃんが「ご飯はまだかい？」と言った時「まだだよ！」と強く言い放って
いました。すごく反省しました。もっとおじいちゃんの立場や気持ちを考えればよかったと
思います。認知症の方々は失敗していてもがんばっていることを理解できました。悲しくな
るような言葉を使わないように、頭で考えてからよゆうをもって、ていねいに工夫して対応
していきたいです。これからオレンジリングを持つ一員として認知症の人を応援していきた
いです。≪齋藤優空さん≫ 

 令和5年1月12日(木)睦合小6年生の皆さんが、認知症サ
ポーター養成講座を受講しました。講座では、認知症の特
徴を学んだうえで、＜認知症の人への対応＞ 3つのお約束 
①おどろかせない ②急がせない ③心を傷つけないにつ
いて、具体的に自分たちができることを考え、話し合いました。 
 受講後は、認知症サポーターとして「オレンジリング」と「キッズサポー
ター認定証」が渡されました。 
   ◇ 認知症サポーターになった子供たちの感想 ◇ 
  

＜オレンジリングをつけた認知症サポーターの皆さん！＞ 

☆ぼくが心に残ったことは、
認知症の人の気持ちを理解し
やさしく接したりすることで
す。ぼくは認知症の人の特徴
が分ったので、それに合わせ
てサポートしようと思いまし
た。もう一つは、認知症の人
自身もがんばって生きている
ということです。急がせな
い、おどろかせない、心を傷
つけないようにするには、自
分の言葉を工夫しなければな
らないと思いました。これか
らサポーターとして認知症の
人にやさしく接していきたい
です。≪半沢 明さん≫ 

※ 記載した感想以外にも、素晴らしい感想、サポーターとしての決意を書いたお礼のお手

紙をいただきました。 

サロンだより 

健康マージャンサロン 大会開催！ 

社協よりお知らせ 現在職員を募集しております 

社協では、現在、職員を募集しております。ぜひ、福祉の現場で働いてみませんか。 
資格手当・賞与あります。【問い合わせ】担当 渡邉 ℡５８２－１１５５  

職 種 人 数 資 格 等 

 居宅介護支援事業所 
 介護支援専門員（常勤） 

若干名 
介護支援専門員の資格、普通
自動車免許（AT限定可）を有
する方 

桐ケ窪サロン  

 夢弦大～和のひびき～ 
 1月10日(火)桐ケ窪会館に
おいて、夢弦大による津軽
三味線の演奏会が開催され
ました。 

≪代表 佐藤光雄さん≫ 

 2年ぶりに、夢弦大さんの
素晴らしい演奏をお聴きし
て、大変パワーアップしま
した。お陰様でさらに健康
長寿になりました。本当に
ありがとうございました。 

コロナウイルス感染拡大で、長い間お休みしていた健康マージャンサロンは、昨年の7月か
ら月2回の予定で開催しています。年末の12月20日（火）には大会を開催し14名の参加者が熱
戦を繰り広げました。三年ぶりの大会ということで参加者の皆さんは、待ちきれないとばかり
に開始時間前から会場のふれあい館に集まりました。 
大会は3回戦を行い総合点で佐藤孝一さんが優勝、2位大越陽一さん、3位阿部和夫さんでし

た。3月末にも年度末の大会を予定しています。我々スタッフもコロナウイルス感染に十分注
意しながら休まずに運営していきたいと思っています。 
「自分に厳しく、他人に優しい、仲良く明るい健康マージャンサロン」をモットーに、参加

者の皆さんのご協力いただきながらこれからも続けていきたいです。 
                      ≪世話人代表 宍戸守≫ 

≪優勝者 

 佐藤孝一さん≫ 
 スタッフの皆さ
んが色々と手配し
てくれて本当にあ
りがたいです。お
陰様で楽しく過ご
すことが出来ま
す。また、今回優
勝できて本当にう
れしいです。 


