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手話養成研修

　手話養成研修が平成 19 年 9 月～
平成 20 年 3 月までの約半年間、受
講生 17 名、講師 5 名により岩瀬中
央公民館に於いて毎週水曜日 ( 午後
7 時～ 9 時 ) に講習がスタートしま
した。
　身振り手振りから始まり、聴覚障
害者と手話で日常会話ができるよう
になるための基本を身につけられる
よう講師の手の動き、表情に目を凝
らしています。

ありがとうあいさつ

向かい合わせた人さ
し指の先を曲げる

前に伸ばした右手で、
上に向けた左手甲をた
たき、顔の前に置く
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平成１９年度　歳末見舞金を配布いたします。平成１９年度　歳末見舞金を配布いたします。

申請場所：問い合わせ先　　桜川市社会福祉協議会
　　岩瀬本所　桜川市鍬田 612番地	 岩瀬福祉センター内	 	 	 0296 － 76－ 1357
　　真壁支所　桜川市真壁町山尾 604番地１	真壁福祉センター内	 	 0296 － 54－ 2361
　　大和支所　桜川市羽田 989番地 1　大和ふれあいセンターシトラス内　0296－ 58－ 5710

※添付書類と印鑑を持参の上申請して下さい。電話の受付はいたしません。配分受け取りにつ
いては配分決定通知書にてご通知致します。また、希望により民生委員より配分致します。
※所得課税証明書は市役所税務課で発行しています。

※申請書は桜川市社協各支所窓口にございます。

申込期間 平成１９年１１月５日（月）～平成１９年１１月３０日（金）
受付時間：午前８時３０分～午後５時３０分　※土日、祝日は除きます。

対　象　者 条　　件 添付書類 申請方法

（１）生活保護家庭 生活保護を受けている
家庭

・生活保護を受けて
いることを証明する
書類

自己申請
（本所又は各支所で申請する）

（２）要保護家庭・
準要保護家庭

生活保護の対象にはな
らないが、それに準ず
ると認められる家庭で
住民税非課税の家庭

・所得課税証明書
　（世帯用）

自己申請
（本所又は各支所で申請する）

（３）養育者家庭 何らかの理由により、
両親とも不在の１８歳
未満の子を養育してい
る家庭で住民税非課税
の家庭

・住民票等、両親が不
在である事を証明す
る書類
・所得課税証明書
　（世帯用）

自己申請
（本所又は各支所で申請する）

（４）ひとり親家庭 夫・妻の死亡、離婚等
によりひとり親に養育
されている１８歳未満
の子を養育している家
庭で住民税非課税の家
庭

・住民票等、ひとり親
である事を証明する
書類
・所得課税証明書
　（世帯用）

自己申請
（本所又は各支所で申請する）

（５）重度心身障害児
（者）重度身体障害

障害者手帳１．２級保持
者または療育手帳 A・
Ⓐ所持者のいる家庭で
住民税非課税の家庭

・障害者手帳又は療
育手帳の写し
・所得課税証明書
　（世帯用）

・自己申請
（本所又は各支所で申請する）
・民生委員による代理申請

（６）ひとり暮らし老人 ７０歳以上で単身生活
をしている方で住民税
非課税の方

・住民票謄本
・所得課税証明書
　（世帯用）

・自己申請
（本所又は各支所で申請する）
・民生委員による代理申請

（７）ねたきり老人 ７０歳以上で、要介護
認定４または５の方が
いる家庭で住民税非課
税の家庭

・介護保険証の写し
・所得課税証明書
　（世帯用）

・自己申請
（本所又は各支所で申請する）
・民生委員による代理申請

　歳末たすけあい募金は、何かと出費の多い歳末の時期に援護を必要としている方々が、明
るくお正月を迎えられるよう、みんなで支えあうことを目的とした募金運動で、集められた
募金を歳末お見舞い金として下記の条件に該当する方に配分いたします。なお、個人情報保
護法により自己申請を原則といたしますが、民生委員による代理申請も受付けます。
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善 意 の 窓 口
（順不同）

寄付者名 物品名 寄付者名 物品名

大泉砕石㈱ 使用済切手 坂戸小学校 プルタブ

上野精肉店
使用済切手
プルタブ

退職公務員連盟
岩瀬分会

タオル 180 本

梅島住子 使用済切手
堀江利江

使用済切手
ぞうきん中島　光 使用済切手

県西総合病院
使用済切手
ハガキ

田中保次 タオル 24 本

◎物品預託等 

平成19年9月30日現在

～高齢者スポーツ大会の結果～
平成19年度交通安全高齢者輪投げ大会
　※参加10チーム　50名参加

期日：9 月 27 日（木）　会場：大和体育館

　桜川市内に居住する高齢者の交通安全意識の

高揚を図ることにより、交通事故防止に寄与し

ようとする趣旨で開催されました。

▲交通安全輪投げ大会の様子

（団体の部）
優　勝　鍋屋チーム
優　勝　長岡チーム
第 3 位　富岡チーム

ありがとうございます

　真壁福祉センターに、AED（自動体外式除細動器）を設

置しました。

　福祉センターは、デイサービス・高齢者の趣味講座・各

種講演会等、高齢者をはじめ市民の皆様の利用が多い施設

です。利用者に万が一の事態が発生した際に、迅速に対応し、

少しでも救命率が上げられるようにと考えております。

　また、AEDを使用する場合、心臓マッサージ・人工呼吸

を継続して行うことが救命には絶対不可欠でありますので、

全職員が対応できるように真壁消防署の指導のもと、「普通

救命講習」研修会を実施し、緊急時の体制を整えております。

“AED”を設置しました

法律問題でお困りの高齢者を対象
に弁護士が相談に応じます。

日　時　　平成 20 年１月 24 日（木）
　　　　　午後 1 時～午後 3 時３０分
場　所　　桜川市岩瀬福祉センター
定　員　　6 名程度（先着順）

※相談予約は、平成 19 年 12 月 3 日（月）、
10 日、17 日（月）に開催する“岩瀬心配
ごと相談所”にて受付いたします。

車椅子をご利用ください

2004年７月より医療従事者ではない一般市民でも
利用できるようになりました。

　旅行や結婚式等で外出する際は、車椅子を貸出
いたしますのでご利用ください。

※貸出条件、貸出期間については
お問合せ下さい。

問合せ先　社協各支所

高齢者巡回相談

問合せ先　岩瀬本所

（個人の部）
優　勝　土田光男（長岡チーム）
準優勝　吉原きみ（鍋屋チーム）
第 3 位　島田光雄（三友会チーム）
第４位　物井政二（鍋屋チーム）
第５位　大関　章（長岡チーム）

AEDとは…
心臓が痙攣し血液を流すポンプ機能を失った状態（心室
細動）になった心臓に対して、電気ショックを与え、正
常なリズムに戻すための医療機器。 ▲普通救命講習の様子

AED
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～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

“ボランティア山鳩会”　 会　長　下条美代子

　｢ こんにちは、お変わりないですか？　山鳩会の○○です ｣　

｢ 今日はお弁当をお届けに参りました。｣　｢ 最近、御身体の具合

はいかがですか、何かお手伝い出来る事でもありますか？」　

　こうしたあいさつとともに、今年も一人暮しのおじいさんや

おばあさんの自宅にお弁当を届け、安否を確かめて戻って来ま

す。

　今年も六月には招待食事会や、さつき荘でのご招待時の送迎

とお弁当を届けるお手伝いを合せ、一年間に十回行ってまいり

ました。

　三十六年間変りなく、こうした活動を続けてこれたのも会員

の皆様方の熱意と桜川市を始めとした、関係者各位のご協力が

あったからこそと、改めて感謝しております。

　お手伝い出来る方がございましたら、岩瀬本所又は山鳩会ま

でご連絡下さい。いつでも会員全員でお待ち申し上げます。

趣味講座のご案内（真壁地区）
　真壁福祉センターでは、

下記の講座を開催していま

す。詳細は講座ごとに異な

りますので、興味のある方

は真壁支所までお問合せく

ださい。

※　入会は随時できます。
※　各講座とも月１～２回開催です。

▲ 那須方面移動学習

人事ファイル
平成19年10月1日付、職員の人事異動がありました。

※（　）内は異動前
【岩瀬本所】大場恵理子（大和支所）
【真壁支所】谷田部　恵（岩瀬本所）

▲太極拳講座のようす

平成19年度　歳末たすけあい募金のご協力をおねがいします
実施期間

12月3日（月）
　～12月28日（金）
募金方法
　◎戸別募金　１世帯　２００円
　　各行政区より納入いただきます
　◎一般募金（個人、団体、法人等）
　　納入取扱い先
　　桜川市社会福祉協議会各支所

※一般募金にご協力いただいた方は、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、“社会福祉協議会”
までご連絡ください。

　今年もいよいよ残り２ヶ月となりました。皆様方には、
１０月の赤い羽根募金、今回の歳末たすけあい募金と何
かとご協力いただいております。
　この歳末たすけあい募金は、市内にお住いで援護を必
要としている方々のために、“みんなで支えあい　明る
くお正月を迎えよう”という趣旨のもとにご協力をお願
いしているものです。
　どうか皆様には、この募金の趣旨をご理解いただき、
ご協力下さいますようお願い申し上げます。

茨城県共同募金会桜川市支会長　中　田　　裕

カラオケ・茶道・陶芸・舞踊・園芸・童謡
書道・太極拳・生花・詩吟・社交ダンス
手芸・手まりづくり・編物・着付

カラオケ・茶道・陶芸・舞踊・園芸・童謡
書道・太極拳・生花・詩吟・社交ダンス
手芸・手まりづくり・編物・着付

「新潟県中越沖地震災害義援金」の募集は 10月 24日
をもって終了となりました。皆様からのあたたかいご支
援に深く感謝申し上げます。　　　　　　（共同募金会）


