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子育てサロン ぽかぽかクラブ ・ みんなのカフェスマイル 
合 同 サ ロ ン 開 催 

 桑折町社会福祉協議会では、「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

進める中で、赤ちゃんから高齢者まで気軽に交流を深め、悩み事の相談、ストレス発散などを

目的とした「ふれあい・いきいきサロン」の開催に積極的に取り組んでいます。 

 現在各地区ごとに開催されるサロンが27か所。その他に、「高齢者のための健康マージャン

サロン」子育て中のママだけでなく幅広い世代で交流するサロン「みんなのカフェスマイル」

そして「０歳ママのティーサロンぽかぽかクラブ」があります。 

 月に１度集まって、お話したりお茶をしたり、場所の提供やイベントのお手伝いをします。 

 高齢者サロンおよび子育てサロンをやってみたい方がいらっしゃいましたら、お気軽にボラ

ンティアセンターまでご相談ください。 
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令和5年3月10日(金) うぶかの郷でたくさんのお友だちと一緒にお食事会をしました。 

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 4/19(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

5 
（陣屋） 

和みの会 4/21(金) 
（ふれあい館） 

茶話会 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 4/19(水) 
(下高屋公民館） 

お花見会 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 4/20(木) 
(荒屋敷会館） 

お花見会 

8 本町サロン 4/26(水) 
(遊） 

茶話会 

11 サロンおいわけ 4/17(月) 研修旅行 

12 西町サロン 4/20(木) 
（こころ館） 

茶話会 

13 桐ヶ窪サロン 4/11(火) 
（桐ケ窪会館） 

茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 4/24(月) 
(ふれあい館） 
お花見会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 4/28(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 4/21(金) 

（ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 4/20(木) 
（下成田公民館） 

茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
4/26(水) 

（六丁目会館） 

お花見会 

20 
（内之馬場） 

サロンうぶか 4/11(火) 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 
4/14(金)           

4/28(金)         

(中屋敷集会所） 

お花見会    
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 4/13(木) 
（縁がわ） 

茶話会 

23 田町お楽しみ会 4/11(火) 
（半田公民館） 

お花見会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 4/10(月) 研修旅行 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 4/18(火) 

(前屋敷会館） 
お花見会 

26 サロン南郷 4/21(金) 
(南郷会館） 
茶話会 

27 サロン吉沼 4/10(月) 
(吉沼町内会館） 

茶話会 

28 サロン上成田 4/11(火) 
（上成田集会所） 

茶話会 

30 サロン松原 4/19(水) 
(松原公民館） 

お花見・歌謡ショー 

31 
（西上） 

西上おげんき会 4/12(水) 
(北部公民館） 
茶話会 

32 道林サロン 4/24(月) 研修旅行 

33 中北さくら会 4/17(月) 
（中北公民館） 

茶話会 

34 
（みんなのカフェ） 

スマイル 4/13(木) 
(ふれあい館） 

新年度顔合わせ 

４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3月22日(水)、4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。   

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 
4/28(金) 

（うぶかの郷） 

おしゃべり会 
※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 
 こと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」 
 東日本大震災の日、飾ったままの雛人形が無
事でホッとしました。昔から雛人形を早く片付
けないと結婚できないと言われていますが「祖
父母や両親その他たくさんの親戚に祝われて頂
いた雛人形を粗末に扱い、放置するような人は
誰にも選ばれませんよ（結婚できませんよ）」
と言う教えだそうです。男女共同参画の時代、
選ぶか選ばれるかは分かりませんが、娘たちの
幸せのために大切にしたいと思います。 K.I 

（高齢者のための） 

健康マージャン 
サロン 

4/4(火) 

4/18(火) 

  (ふれあい館） 
 現在新規会員は、募集し
ておりません。 



◇ 睦合小学校 5年生 ◇ 
☆私は、疑似体験で新聞の文字が見えなかったり友達の声が聞こえなかったりして、大変なこ
とが分かりました。≪本川乃愛さん≫ 
☆ぼくは、体験をして学んだことを生かして、シニアの人たちにやさしく手を差し伸べたいと
思います。≪佐藤翔空さん≫ 
☆関節カバーを付けると腕や足が動かせず歩きにくいことがわかりました。車イスの時は、体
の不自由な人が安心できるように進むことが分かりました。シニアや体の不自由な人を見かけ
たらすぐに手伝いたいと思います。≪瑛汰さん≫ 

           ◇伊達崎小学校 5年生◇ 

☆「当たり前」という言葉について、改めて考えました。「当た

り前は人によって違う」というお話が心に残っています。また、

私たちの身近にも様々な人に対応したユニバーサルデザインとい

う考え方があることを知りました。≪大槻風奏さん≫ 

☆目や耳、手足が不自由な人たちの体験をしました。この体験を

通して、相手の気持ちを考えることが大切だと感じました。どん

なことに困っているのかをよ

く聞きたいと思います。ま

た、社会福祉協議会のみなさ

んの仕事にも興味を持ちまし

た。≪幕田啓仁さん≫ 

☆私が体験したのは、少しの

時間だったけど、とても大変でした。自分の体を自由に

動かせるのは、幸せなことだと感じました。特にお年寄

りと接する時は、「はやく。はやく。」と急がせないよ

うに気を付けたり、大きな声でゆっくり話したりするよ

うにしたいです。≪大槻絢香さん≫ 

高齢者疑似・車いす体験から学んだこと 
 2023年2月6日（月）現地時間午前4時17分、トルコ南東部のシリアとの国境付近を震源とする

地震とその余震により、トルコ南東部及びシリア北西部において1,700以上のビルが倒壊し、多

数の死傷者が報告されています。 

 こうした事態に対し、日本赤十字社は救援金の受付を開始いたしました。 

 ご寄付いただいた救援金は、国際赤十字・赤新月社連盟の緊急救援アピー

ル等に対する資金援助、トルコ赤新月社並びにシリア赤新月社による救援活

動・復興支援、日本赤十字社による救援・復興支援等に使われます。 

 桑折町分区では、桑折町庁舎及び保健福祉センターやすらぎ園に募金箱を

設置いたします。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。  

「2023年 トルコ・シリア地震救援金」を募集します 

「フードドライブ」始まります 
ファミリーマート福島桑折町店との連携事業 

 この度、ファミリーマート福島桑折町店様（伊達郡桑折町大字上郡字仲丸4-14） が本会

フードドライブ事業にご協力いただくこととなりました。 

 店長の舟橋様より、少しでも地域福祉に役立てればと本事業にご理解を

いただき、「ファミマフードドライブ」の名称でスタートいたしました。 

 店舗で集まった食品等は、桑折町社協で引き取らせていただき、子ども

食堂、生活困窮世帯等へ配布させていただきます。 

 ご家庭のもったいない食品（未開封、賞味期限が２か月以上あるもの、

常温保存のものに限ります。）がありましたら、ぜひご協力ください。  

※「フードドライブ」とは、家庭で使用していない食品を集めて、食品を

必要としている地域の事業、子ども食堂、生活困窮世帯等へ寄付する活動

のことです。 

令和5年度ボランティア活動保険加入受付開始！ 
 桑折町ボランティアセンターでは、ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保
険の加入をお勧めしております。また、下記の①②の登録者につきましては、現在保険に加入
しており、引き続き令和5年度も加入手続きを 
致します。 
 ※自動車による事故は、加入者自身のケガ 
 のみが対象となり、対人・対物事故などの 
 賠償責任については、対象となりません。 

  下記の①、②に該当する方で、活動中、 
 ケガ等及び感染症を発症した場合は、桑折 
 町ボランティアセンターへご連絡ください 
①活動実績のある桑折町ボランティア登録者 
 （個人） 
②桑折町ボランティアセンターの登録団体で 
 活動実績のある会員の方 
 また、桑折町ボランティアセンターに、ボ
ランティア登録をしない場合でも、ボラン
ティアを目的とした活動をする個人または団
体の保険の加入も受付しています。 

 なお、災害ボランティア等で、居住地以外
の市町村に行く際は、居住地の社会福祉協議
会での加入が必要です。 

  詳しくは、桑折町ボランティアセンター  
  ℡：581-0255 へお問い合わせください。 

     基本プラン 
天災・地震

補償プラン 

【新設】    

特定感染症 

重点プラン 

ケガの 

補償 

死亡保険金 1,040万円 

後遺障害保険金 1,040万円（限度額） 

入院保険金日額 6,500円 

手術 

保険金 

入院中の手術 65,000円 

外来の手術 32,500円 

通院保険金日額 4,000円 

特定感染症 
初日から

補償 

補償開始日から10日

以内は補償対象外※   

 地震・噴火・津波 

 による死傷 
× 〇 ○ 

賠償の

補償 

賠償責任保険金    

（対人・対物共通） 
５億円（限度額） 

年間保険料 350円 500円 550円 

ボランティア活動保険料及び補償内容 

補償金額（保険金額）・保険料（１名あたり） 

※4月1日付で前年度から継続して契約された場合
は初日から補償します。 


