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　6月 29 日（金）岩瀬総合体育館（ラスカ）

において岩瀬地区サロン（13 会場）利用者

180 名が参加し大運動会が開催されました。

　歌あり踊りありゲームありとにぎやかに大

きな交流の輪をひろげました。

　4つのチームにわかれチームカラーのハチ

マキをし、元気いっぱい生きいきとした笑顔

がみられた 1日でした。

ふれあい生きいきサロンとは… 
　頭とからだと心を動かすことによって、寝

たきりとならない生きいきとした生活を送る

ことを目的にしています。

　概ね 60 歳以上の方で仲間づくりや健康づ

くりを実施しています。（岩瀬地区 13 会場）

生きいき大運動会



（２）平成 19年８月１日

訪  問  介  護  事  業

介護認定された方は、介護サービスを利用すること

になります。実際に利用を開始する前に、利用する

サービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを

作成します。

ケアマネジメント
■ケアマネジャーによるアセスメント

　利用者の心身の状態や環境、生

活歴など把握し、課題を分析し

ます。

↓
■サービス担当者との話し合い

　本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者

家族とサービス担当者を含めて検討します。

↓
■ケアプランの作成

　利用するサービスの種類や回

数を決定します。

居宅介 護 支 援 事 業

ボランティア 16団体が連絡会設立
　地域で活躍するボランティア団体が互いに連携し、より充実

した活動を展開する為に桜川市内ボランティア 16 団体が 6月

17日（日）連絡会を設立し、大和ふれあいセンターシトラスで

設立総会を開催いたしました。約 280 名の方が参加し、アトラ

クションとして岩瀬痩舞会・真壁さくら舞・のど自慢グランド

チャンピオンの藤本さんに花をそえていただきました。

　桜川市に支えあう心と思いやりのネットワークが構築され、

ボランティア連絡会の活動が今後ますます期待されます。

役員は次のとおり
会　長　　大和田　四　郎　　　副会長　　宮　山　光　男

副会長　　飯　島　みさ子　　　書　記　　市　村　時　子

会　計　　柴　山　延　子　　　監　事　　下　条　美代子

監　事　　清　水　ひさえ　

ボランティア連絡会設立総会

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事

などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行

います。

通  所  介  護  事  業

食事、入浴など日常生活上の支援や生活行為向上の

ための支援を日帰りで行います。

●リフトバスなどによる送迎

●介護士や看護師などによる健康チェックや日常動

作訓練

●入浴や食事の提供

●レクリエーションなど高齢者同士の交流

ヘルパーと看護師が入浴車で家庭を訪問し、浴槽を

提供しての入浴介助を行います。

●看護師などによる健康チェック

●入浴、洗髪、清拭の介助　など

訪 問 入 浴 介 護 事 業

身体介護
●食事や入浴、排泄の介助

●衣類の着脱や体位変換

●洗髪、つめ切り、身体

の清拭

●通院の付添い

生活援助
●食事の用意、衣類の

洗濯や補修、 掃除、

買い物

●主治医や保健師など関

係機関との連絡　など

ボランティアさんを探しています
　デイサービスのお手伝いをしていただけるボランティアさんを募集して

おります。利用者さんの“話のお相手”をしていただけませんか。

　問い合せ先　　桜川市社会福祉協議会本所及び各支所

ボランティア連絡会設立総会

桜川市社会福祉協議会では、
このような介護保険サービスが利用できます。

桜川市社会福祉協議会では、
このような介護保険サービスが利用できます。



ボランティア活動
を行っている団体
に助成金を交付い
たします。
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平成19年度桜川市社会福祉協議会
ボランティア団体等助成金交付事業

ボランティア活動
を行っている団体
に助成金を交付い
たします。

この助成金の原資は、毎年 10月に皆様にご協力を頂いております

「赤い羽根共同募金」です。

　桜川市内には、福祉関係のボランティアにとどまらず、広く市民及び地域のため

の活動をされている方々がたくさんいらっしゃる事と思います。桜川市社会福祉協

議会では、そのような活動をされている団体に対して、その事業費の一部を助成さ

せていただく事になりました。

　助成を希望される際には、申請書を提出していただき、本会の「福祉団体等助成

金審査会」が「ボランティア団体等への助成に対する内規」に基づき審査をしたう

えで、助成対象と認められた場合に助成金を交付させていただきます。さらに、必

要に応じて事業のプレゼンテーションをしていただく事がございます。

　助成にあたっては、各種の要件がございますのでお問い合わせください。

1. 申込み期限　　平成 19年 8月 31 日

2. 申請書提出先　　桜川市社会福祉協議会

　及び問い合せ先　　本所及び各支所

※ご希望の団体には、関係書類を送付させてい

ただきますので、電話にてお申込み下さい。
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高齢者パソコン教室
受講生募集

（４）

高齢者パソコン教室
受講生募集

  19年度　第２回目の講座に受講生を募集します。

1. 期　　間　　10 月 1日～ 12月 14 日　延べ 20日間

2. 時　　間　　午前 9時 00 分～ 12 時 00 分

3. 会　　場　　（有）ジョイネット情報サービス

　　　　　　　真壁町亀熊 2000-1

4. 受　講　料　　30,000 円（テキスト代含む）

5. 申　込　先　　桜川市社会福祉協議会本所及び各支所

6. 申込期間　　8月 10 日～ 8月 31 日

7. 募集人数　　10 名（最低開催人員 8名）

※　参加に当たっては、いくつかの注意事項がありますので申込

　　時に必ずご確認下さい。

社協特別会員加入のご協力を
お願い致します

　一般会費の納入につきましては、市民の皆様のご

理解ご支援により、7月にご協力いただきました。

一部、特別会員会費のご協力をいただいた方もござ

いました。厚く御礼申し上げます。

　納入状況につきましては、後日、広報誌にてご報

告いたします。

　なお、特別会員会費につきましても、各地区にお

いて特段のご支援をいただいてまいりましたが、今

年度も、右記のようにご支援をいただきたいと思い

ます。

　市民の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。

平成19年度

納入期間　9月 1日～ 9月 30 日

個人特別会員会費

　　　　　1口 3,000 円

企業法人等特別会員会費

　　　　　1口 5,000 円

納入取扱い先

　各区長さま　　または

桜川市社会福祉協議会

（岩瀬本所・真壁支所・大和支所）

※ご加入いただいた方のお名前等は、後日、

広報誌に掲載させていただく予定ですが、

特に「匿名」をご希望の方は、桜川市社会

福祉協議会までご連絡下さい。
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善意の窓口
（順不同）

寄付者名 物品名

 ・匿名
プルタブ約 70g

使用済切手 12枚

◎物品預託等

平成19年6月1日～6月30日

～高齢者スポーツ大会の結果～

第２回桜川市高齢者クラブ連合会
輪投げ大会　※参加15チーム　参加人数45名
期日：7月 12日（木）　会場：岩瀬体育館「ラスカ」

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第７回グランドゴルフ大会　※参加17チーム

期日：6月６日（水）　会場：総合運動公園「多目的広場」

　

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第７回ペタンク大会　※参加12チーム

期日：6月７日（木）　会場：総合運動公園「多目的広場」

（団体の部）

優　勝　喜楽会 Bチーム

準優勝　喜楽会Cチーム

第三位　喜楽会Aチーム

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第14回輪投げ大会　※参加46チーム
期日：6月 20日（火）　会場：岩瀬体育館「ラスカ」

（団体の部）

優　勝　大泉Aチーム

準優勝　鍬田Aチーム

第三位　元岩瀬１チーム

桜川市高齢者クラブ連合会大和支部
ゲートボール大会　※参加 12チーム
期日：6月 5日（火）　会場：大和運動場

優　勝　阿部田チーム

準優勝　青　木チーム

第３位　中・福・金チーム

第４位　西方Aチーム

各地区で熱戦が繰り広げられました。結果

は次のとおりです。

▲市輪投げ大会の様子

（団体の部）

優　勝　元岩瀬１チーム

準優勝　川原町チーム

第三位　元岩瀬２チーム

（個人の部）

優　勝　中庭　千代（長　岡）

準優勝　大山　大三（元岩瀬）

第三位　猪野　くら（宮木前）

（団体の部）

優　勝　元岩瀬Ｃチーム

準優勝　元岩瀬Aチーム

第三位　犬田Aチーム

（個人の部）

優　勝　高田　英司（元岩瀬）

準優勝　若林　咲子（元岩瀬）

第三位　桜井　伸一（元岩瀬）

（個人の部）

優　勝　榎戸　　栄（元岩瀬）

準優勝　田中　スミ（大　泉）

第三位　稲川八重子（西飯岡）

桜川市高齢者クラブ連合会真壁支部
輪投げ大会　※参加 61チーム　参加人数 320 名
期日：6月 13日（水）　会場：真壁体育館

桜川市社会福祉協議会長杯ゲートボール
真壁地区大会　※参加 11チーム

期日：6月 7日（木）　会場：真壁町桜井「みかげ芝生広場」

優勝　　桜井チーム

準優勝　酒寄 Bチーム

第３位　酒寄Aチーム

桜川市高齢者クラブ連合会大和支部
輪投げ大会　※参加 27チーム

期日：6月 13日（水）　会場：大和体育館

（団体の部）

優　勝　阿部田 Bチーム

準優勝　阿部田Aチーム

第３位　宮・木・前 Bチーム

第４位　西方 Bチーム

第５位　中根 Bチーム

（男子団体の部）

優　勝　鍋屋Aチーム

準優勝　亀熊１チーム

（女子団体の部）

優　勝　亀　熊１チーム

準優勝　川原町１チーム

（男子個人の部）

優　勝　小島　　栄（鍋　屋）

準優勝　市塚　春男（鍋　屋）

第三位　飯島　　忍（鍋　屋）

（女子個人の部）

優　勝　仁保　ふみ（亀　熊）

準優勝　酒寄　尚美（北椎尾）

第３位　石堀　みつ（川原町）

（個人の部）

優　勝　猪野　くら

準優勝　皆川　重雄

第３位　川津　こう

第４位　木村　米子

第５位　中野　　博

寄付者名 金　額

・真壁ライオンズクラブ
30,000 円

・真壁ライオネスクラブ

・ツールドさくらがわ実行委員 2,667 円

◎現金預託

ありがとうございます
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高齢者クラブ(岩瀬支部）
のご紹介

～市内で活動しているボランティア団体をご紹介します～ボランティア通信

▲真壁地区　福祉ボランティア　ゆりの会

“ ゆ り の 会 ”　　　　　　会　長　清水ひさえ

　「この指、とまれ」を合言葉に 1994 年に発足しました。

　ジャンボ紙芝居・パネルシアター・指人形手遊び・素語りなどで、

子供会や敬老会行事、高齢者施設、身体障害者療護施設等で出前講

演を行っています。

　活動を継続するに従い、会員の関心事も発足当初の子育て支援か

ら、社会生活の「なぜ？」「どうして？」という疑問から、多岐にわたり、

男女共同参加社会への取り組みに発展し、茨城県女性海外派遣事業

へも会員の半数が参加し、現在に至っています。

　子供の目線に立った環境学習の視点から地球温暖化防止のジャン

ボカルタ取り大会などで、環境フォーラムへの参加も行っています。 

一人ひとりの会員の関心事から学ぶという姿勢を大切に、総合系ボ

ランティアとして地域に根ざした活動を心がけています。

　ジャンボ紙芝居等の貸出を行っていますのでお問い合せ下さい。

　岩瀬支部は、37クラブ・約 2600 名の会員で活動しています。

主な活動は3つあります。まず1つはスポーツ活動です。輪投げ・

グラウンドゴルフ・ペタンク等のスポーツを通じて健康増進・互

いの交流を行っています。

　2つめは趣味活動です。陶芸・竹細工・書・写真・絵画等様々

な活動をそれぞれが行っており、美術展等にも出展しております。

　３つめは教養活動です。「しあわせ学級」への参加を通して、様々

な分野の講師からお話をお聞きして、教養を高めると同時に、“自

らの身は自ら守る”、また“自分の健康は自分で作る”ための活

動をしています。

　さらに、各地区の高齢者クラブは、それぞれの地域の特性に応

じて独自の活動をしており、最近では、地域の安全を守るための

活動として児童の登下校時のパトロール活動を積極的に行ってい

るクラブもあります。

　今後は、自分たちのための活動にとどまらず、これまでの人生

経験を生かした奉仕活動や伝承活動等も実施して行きたいと考え

ています。何かよいアイデア等ございましたら事務局までご連絡

下さい。

高齢者クラブ(岩瀬支部）
のご紹介

真壁福祉センターに

“版画の寄贈”
　スポーツクラブ友遊（富田侑樹男

代表）より、ひたちなか市在住の洋

画家、亀井秀行さんの作品「秋色七

草－今桃山」を再現した版画の寄贈

がありました。

　同クラブ主催のチャリティーゴルフ

大会が約 200 人の参加で栃木県市貝町

で開かれ、その表彰式の席上で手渡さ

れました。


