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桑折町ボランティアセンター情報紙 

 令和5年1月17日(火)伊達崎小学校5年生（14名）、1月24日(火)睦合小学校5年生（10名）が、
総合的な学習の時間を使って「福祉について」学習しました。 
〇 高齢者や障がい者、ユニバーサルデザインについて 〇 視覚・聴覚障がい、右半身麻痺、
車いす体験 〇 高齢者や障がいのある人の気持ちや行動を理解して、安心して生活しやすい環
境を想像しさらに自分には何ができるのかを真剣に考えました。 

    ☆伊達崎小学校 5年生⇒ 
≪奥山 涼 先生≫  
 本校では、5年生の授業で、福祉に関す
る学習を行っています。調べ学習では、
シニアの方々や体が不自由な方々につい
て、「想像する」ことしかできませんで
した。今回、実際に体験させていただい
たことで学習が深まり、自分たちの生き
方や考え方についても変化があったよう
です。  

伊達崎・睦合小５年生 福祉について学ぶ！ 
 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。 

    ☆睦合小学校 5年生⇒ 
≪髙橋 崇 先生≫ 

 子供たちは、障がいのある人やシニア

の気持ちを、言葉で知るのではなく、体

験によって実感することができました。 

 みんなが「ふだんの・くらしを・しあ

わせに（福祉）」送ることができる社会

を築くために、この体験を今後の生活に

生かしてほしいと思います。 

高齢者疑似体験・車いす体験を通して ～教師の視点から～ 

服を着るのも大変たね 

※生徒さんの感想は３月号に掲載します。 
ねえ僕の声聞こえる？ 
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ロ
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サロン名 予定日 
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内 容 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 3/8(水) 

(イコーゼ） 
ハープ演奏会 

5 
（陣屋） 

和みの会 3/17(金) 
（佐々木邸） 

虎岩さん話芸 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 3/15(水) 
(下高屋公民館） 

１年間の反省会 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 3/9(木) 
(うぶかの郷） 

ひな祭り会 

8 本町サロン 3/8(水) 
(イコーゼ） 

ハープ演奏会 

11 サロンおいわけ 3/20(月) 
（追分町民会館） 

歌謡ショー 

12 西町サロン 3/16(木) 
（こころ館） 

おひなさま 

13 桐ヶ窪サロン 3/14(火) 
（桐ケ窪会館） 

茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 3/13(月) 
(ふれあい館） 
サロン研修 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 3/31(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 3/17(金) 

（ホタピーハウス） 
茶話会・反省会 

17 成田サロン 3/20(月) 
（下成田公民館） 

茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
3/22(水) 

（六丁目会館） 

ひなまつり 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 3/1(水) (内之馬場公民館） 
反省会・次年度計画 
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21 
（伊達崎中屋敷） 

さくら会 
3/10(金)           

3/24(金)         

(中屋敷集会所） 

ひなまつり    
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 3/9(木) 
（こころ館） 

茶話会 

23 田町お楽しみ会 3/7(火) 
（半田公民館） 

茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 3/21(火) 
(上郡上代集会所） 

茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 3/25(土) 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 3/17(金) 
(南郷会館） 

ひな祭り会 

27 サロン吉沼 3/13(月) 
(吉沼町内会館） 

会食・1年間の反省 

28 サロン上成田 3/14(火) 
（うぶかの郷） 

うぶかの郷 

30 サロン松原 3/15(水) 
(松原公民館） 
茶話会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 3/8(水) 
(イコーゼ） 

ハープ演奏会 

32 道林サロン 3/5(日) 
（道林会館） 

茶話会 

33 中北さくら会 3/20(月) 
（うぶかの郷） 

うぶかの郷 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 3/10(金) 
(うぶかの郷） 

ぽかぽかクラブと 

合同食事会 

3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2月22日(水)、3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。   

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 
3/10(金) 

（うぶかの郷） 

スマイルと合同食事会 
※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」 
 気が付くと定番になっていた恵方巻、今年の
恵方は南南東でした。なかなか家族全員で食事
をとることが難しくなった昨今、恵方巻のよう
なイベントは、とても楽しみです。方向と言え
ば、お行儀が悪いのですが時間節約のため、み
んなテレビの方を向いて食べていました。最近
は、テーブルの上のスマホを見ています。相手
がテレビでも同じ方向を向いて笑っていた頃が
懐かしいです。           K.I 

（高齢者のための） 

健康マージャン 
サロン 

3/7(火) 

3/28(火) 

  (ふれあい館） 
 現在新規会員は、募集し
ておりませんが、令和5年
度の会員を3月1日から募集 



令和5年度「陽だまり」の題字が届きました！ 
 醸芳中学校美術部の皆さんに陽だまりの題字を作成していただきました。 

「陽だまり」の 
  題字を作成して   

≪美術部 部長  
  蓬田千尋さん≫    
 思っていた以上に
上手く描くことがで
きて良かったです。 
 それぞれが季節感
を工夫して作成する
ことができました。 
 「陽だまり」の発
行を楽しみにしてい
ます。 

⇐ 令和5年度の題字です 

 美術部の皆さん、本当
にありがとうございまし
た。ひとつひとつ心のこ
もった作品です。大切に 
使わせていただきます。 

 令和5年1月30日(月)にイコーゼ2Fキッズルームで、ふれあい・いきいき
サロンの代表者26人が参加し、研修会及び連絡会議が開かれました。 
 連絡会議では、令和5年度の活動についての説明に、代表者からたくさ
んの質問及び要望をいただきました。 
 研修会では、地域包括支援センターの持地純子さんを講師に、「みんな
で楽しくほっこり体操」～楽しく体操して転倒やけがを防ごう～と題し
て、サロンで手軽にできる体操を行いました。 
 参加者からのアンケートでは、「とても楽しかった！」「サロンでも
やってみたい」など、とても嬉しい感想をたくさんいただきました。 

 現在のサロン代表者の ☆年代 ☆サロン参加年数（アンケートより） 

    
 

80代 70代 60代 50代 

10人 11人 5人 1人 

ふれあい・いきいきサロン 代表者研修会開催！ 

 ☆サロン活動をやっていて楽しい
（良かった）と思うことは？ 

［1番 参加者の笑顔がみられる］［2番 様々な人
と交流できる］［3番 地域の情報が得られる］ 
［4番地域の人に感謝される］でした。 
 ☆サロン活動をやっていて悩むことは？ 
［1番 参加者が少ない］［2番 プログラムを考え
ること］［3番 送迎の問題］でした。 
 やりがいを持って活動されている方がたくさん
いらっしゃる中、代表者、参加者の高齢化による
参加者の減少、代表者の負担、送迎等について考
えていかなくてはならないと、強く感じました。 

10年以上 5～10年 3～5年 1～2年 

14人 9人 3人 1人 

                       “奉仕の心を持って活動しております” 

 人々は、なかなか良い事をしたいと思っても一人では実行しにくいものです。 
 沢山の仲間と一緒に活動する事に、赤十字奉仕団の大きな存在意義があると思います。 
 現在団員39名です。誰もがいつでも参加する事ができます。 ≪委員長 安細 朋子≫ 

令和4年11月7日(月) 東松島市震災復興伝承館へ、3年ぶりの研修でした。 

    令和５年度 高齢者のための 
健康マージャンサロン 参加者募集！ 

これまで新規参加者の募集を停止しておりましたが、令和5年度は4月から開催しますので参

加者を募集します。このサロンは、高齢者になっても元気で過ごす一環として地域交流をしな

がらゲームを楽しむサロンです。点数を競うのではなく楽しく仲良くマージャンを楽しむこと

を目的として開催します。趣旨をご理解の上参加を申し込んでください。 

☆開催日 原則毎月第1火曜日と第3火曜日（変更の場合あり）  

☆時 間 午後1時～4時 

☆会 場 ふれあい館（北町）  

☆参加費 100円（１回） 

☆参加資格・60歳以上 ・一通りルールを理解してゲームができること（点数計算はでき 

      なくとも可） ・自分に厳しく、他人に優しい人 

☆その他 ・年に2回大会を開催します。（3回戦の合計点数） ・準備や片付けは参加者全 

      員で行います。 ・マスク着用でお願いします。 

☆参加申込 3月1日（水曜日）から受付します。窓口は桑折町社協ボランティアセンターで 

 す。電話（581-0255）担当（市川）に申し込んでください。詳細については、申し込みい 

 ただいた方に後日ご連絡します。 

 なお、コロナウイルス感染の観点から定員になり次第締め切ります。                    

ボランテイア団体紹介！ 

桑折町赤十字奉仕団 

◇活動内容として◇ 

① やすらぎ園 デイサービス 

 （9時～11時30分）金曜日 

 ※1週間に1度のお手伝いです。 

② 国道4号線沿いの花植え。除草 

 です。 

③ 研修会、新年会、総会、その 

 他の活動があります。 

    松原サロン 「新春 そばの会」を開催！ 
1月18日（水）、松原サロンは、毎年恒例行

事の「新春 そばの会」を開催しました。 

この日限定で開店する「大國食堂」のおそ

ばを堪能しました。 

スタッフ、参加者のみなさんが手料理を持

ち寄り、髙橋宣博町長、本会熊谷会長等もお

招きして、美味しいおそばにおかわりする参

加者の方も！いつも以上に楽しいそばの会と

なりました。        


