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ぼうさい探検隊とは・・・
　自分たちの街がもし災害にあったらどうするか、自
分たちに何ができるかを考え、体験や学習を通して災
害にたいする意識づけにつながることを目的としてい
ます。

　12月1日（土）、大和ふれあいの森「いこいの家」
を会場にして大和地区の小中学校生を対象として、“ぼ
うさい探検隊”が実施されました。当日は、日本ボー
イスカウト茨城県連盟岩瀬第1団の方々にも参加して
いただきました。

ぼうさい探検隊

▲ 救命救急の様子

▲ 消化器の使い方

▲ 火災けむり体験の様子
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☆平成19年度“社協”会員会費実績報告☆
～ご協力ありがとうございました～

　会員会費は、7月を一般会員会費・9月を特別会員会費募集期間としてご協力をお願いしておりますが、皆様の深
いご理解と温かいご協力により、お蔭様をもちまして2月1日現在、下記の金額が寄せられております。
　市民の地域福祉サービスの向上のため、様々な事業に利用させていただいております。

会員会費実績額　　8,673,500円

　特別会員（企業法人等） 1,551,000円 （順不同・敬称略）

【東友部】小堀製作所（株）岩瀬工場　【明日香】テルフォート　【西飯岡】（有）坂戸サンオート　
【平沢】大橋工業（有）、総合葬祭こもり　【本木 1区】雨引山楽法寺、（有）利根川石材、（株）小林石材工業、
（有）古橋商店、池田石材商事（有）、（株）高田屋、ナカタ歯科医院、祥光寺、深谷薬局、（有）大塚石材店、大和弁当店、
田中酒店、中川石材産業、JA北つくば大和支店　【本木 2区】大場石材（株）　【大曽根】晨藤石材工業（有）、
成田一石材（株）、（有）尾見製作所、（有）成博石材工業、（有）ヤマコ石材産業、笠倉（豊）石材　
【東飯田】（有）延嶋コンクリート工業、（株）吉田製材所、延島クリニック、堀米煙火店　【西方】（有）廣瀬産業、
（有）鈴木金一石材店、木村製作所、（有）鈴木◯竹石材店　【阿部田】（有）枝字彫工業、（有）常陸プレス工業所、
（株）田口建設、（株）深谷石材工業、茨城銀行（株）大和支店、皆川工業所　【羽田】油屋産業、ハナタニ、金子石材店、
（有）花の店小森　【宮】（有）安達電設、日本セキハン（株）、大和土建（株）、大島製作所　【木崎】（有）藤田製作所、
海老澤工業所（株）　【前原】藤田多喜男商店、大塚自動車、大和交通（株）、猪野石材工業（株）、ミナモト石材（株）、
（有）椙本自動車整備工場、大和清掃浄化槽管理センター、増田石材工業（株）、大和衛生社、恒貴会大和クリニック、
ひだまりの家やまと、尾見石材　【中丸木】岡本運送（株）　【金敷】（株）トーセキ　【中根】代田産業（株）、
（株）増渕石材産業、（株）石弘、増渕石材（和明）、増渕石材（一夫）、（株）永島、大増石商（有）、（有）大和製作所　
【鷲宿】トステム大和（株）、オカムラマシンサービス、大和技研（株）、（有）やまと　【高久】（有）ミナミ化研工、
（有）北正　【高森】（株）スミハツ、岩崎電気（株）茨城製作所、（株）マーレフィルーターシステムズ　
【青木】高橋石材工業、白土デンタルスタジオ、（株）永山ダンボール、広沢工務店、（有）渡邊石材商事、
天台宗薬王寺　【上宿】（株）桜井石材　【下宿】根本医院、（株）石田金物店、伊勢屋旅館、サカヨリ洋品店、長商店、
市村菓子店、山田屋洋品店、ヘアーサロン竹中、村井醸造（株）、高浜商店、近藤米店、長アルミ、中川歯科医院、
小川美容室、密弘寺、魚キ商店　【川原町】（有）金子合成、小原建設（有）、（有）宮川建材金物店、
（株）高坂石彫工芸　【高上町】（有）吉原印刷、村上工営（株）、真紀石材工業、大木屋本店、ひら井、（株）平井商店
【仲町】（有）小林ポンプ工業所、オカノ洋品店、川島書店、江戸初、（有）マカベ設備、（株）若松屋、川島呉服店、
仁平鶏肉店、桜井歯科医院、富田石材工業（株）、篠屋木材工業（株）、鬼沢歯科医院、吉田材木店、出川薬局、
石塚燃料店、松野屋菓子店、十五屋、カットハウス昌弘、（有）大木商会、（有）丸山樹脂工業、増田種苗店　
【新宿】みかど食堂、鬼沢幸男石材店、山口菓子店、（株）小林不動産、橋本旅館、武蔵屋鮮魚店、仁保内科医院
【大和町】宮本精肉店、すし兼、（有）海老沢写真館、（株）阿波屋、ムラカミ書店、（有）オノデンキ、田中商店　
【古城】（株）大塚材木店、フルハシタイヤ販売（株）、（有）内田タクシー、（有）海老原石材店、（有）大塚石材工業、
（有）金子昭商店、（株）岡野石材、青木歯科医院診療所、岩瀬孝石材店、宮本医院、一喜、相田豊石材店、
大塚忍建築設計事務所、成和工業（株）、（株）石乃とみた、すし悦、谷田部守雄石材店、安高（和）石材店、（株）丸喜、
谷田部昇石材店　【山尾】（有）真壁給食センター、そば処にしむら、（有）松山自動車整備工業、渡辺石材店、
兄弟石材工業、（有）たばやし　【田（鍋屋）】小田部鋳造（株）、（有）木口石材工業、小林産業（株）、枝歯科医院、
（株）上野工務店、やなぎや、（有）片桐自動車修理工場、（株）西岡本店、安達医院、さつき食堂、（株）マルタニ商事
【田（金井）】稲見工業、ストーン・イマイ　【田（山口）】藤祥製菓（株）、小島建設（株）　【伊佐々】たあさん食堂、
木村健一事務所、田崎医院、柴山石材店、石の富士商、タサキツーリスト（有）　【飯塚】東新梱包工業（株）、
宮本電業（株）、末広寿し、塚田医院、土井写真館、大和屋薬局、（有）中沢自動車、（有）バッカスサイトウ、
スタジオリュウ、吾妻歯科医院、（有）斎藤石材、（有）竹中建設、（株）大和研材商会、橋本時計・メガネ店、
田中自動車整備工場、新村司法書士事務所　【塙世】チクセイ 21（株）、（株）マカベ、（株）ティック、渡辺建設（株）、
（有）谷嶋建設工業、（有）ショウグン、JA北つくば真壁、（有）カノヤオート、町田葬祭（有）、斎藤字彫工業（有）、
刈部字彫工業、カーショップ・ヒコ　【亀熊】（有）臼井もき商店、大塚医院、三枡すし、斎藤石材産業（株）、
かまや食堂、阿部田医院、（株）新栄精密、（株）木口、塩野谷自動車商会（有）、（株）木本石材、渋谷石材（株）、
真壁青果市場　【源法寺】塚田造園建設（株）　【須津賀】南雲自動車商会、山中自動車整備工場、菊池鮮魚店　
【羽鳥】（有）稲葉建設、柿沼製粉（株）　【東山田】よし原寿司、（有）真壁観光、協同産業、大好製管（株）　【南椎尾】鴨亭、
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酒寄鉄工所、つくし野クリニック、武井建設（有）　【酒寄】金沢工務店（有）、酒寄造園（株）、酒寄自動車整備工場、
（株）コウダ、酒寄工務店　【細芝】吉原石材店、つくば庵、寿屋食堂　【下谷貝（下）】（株）ジーシーフーズ、鮨政、
やぐち設備、清水精米所　【下谷貝（中）】飯泉工業（有）、小林ダイカスト、白田自動車整備工場　
【下谷貝（上）】飯泉自動車　【上谷貝（南）】（株）協進コンクリート工業　【東矢貝】（有）藤田商店、島田造園土木、
エム・ケイ・ビィ測量設計（有）、軽部酒造店　【桜井】オオモリ、チヨダ（株）真壁工場、大場石材商店、
ストッカー真壁店、大関ガーデン　【白井】（有）みかど産業、（株）長岡屋、（有）小林工業、鈴木製材所、
重村自動車修理工場、池新字彫工業（有）、関石材産業、細谷石材産業（株）、（有）中山石材工業、井坂石材店（公明）、
（有）入江商事、（有）石のコバヤシ、（株）デジタル印刷、まるせん米菓（有）、石川設備、（有）石のつげ、岩淵自動車店、
井坂火薬店　【長岡】（株）石商、出川工業（株）、寺西石材（株）、（有）松本石材店、池田石材店（株）、藤永製菓（有）、
土田石材店、みかげトラベル、（有）塩谷石材店、（有）読売真壁　【上小幡】松乃鮨、（株）古橋工芸社、（有）萬福食堂、
宮本造園、山口石材工業（株）、ふるはし歯科医院

　特別会員（個人） 1,139,000円 （順不同・敬称略）

【岩瀬西区】清水正司、小森毅、皆川勇、広岡脩、五月女妙子、渡辺利雄、小森浩二、榎戸博、仲田孝、川那子明三、
川那子克己、三宅喜子、平島康嗣、堀川貞夫、柴山延子　【元岩瀬】大和田勝子、伊東留真運　【御領】佐藤親　
【桜川】横倉元信　【富士見台】上野昭、稲川好子、大和田保　【大岡】永堀安男　【常盤町】酒井武人、広田昌司、
中田見造、阿部英子　【犬田】仙波藤浩、仙波国綱、鈴木弘明、仲根聖夫、高橋偉一、塚本裕昶、鈴木彬稔　
【下泉】仁平孝雄、平石忠弘　【本郷】伊沢一弘　【堤上】深谷碩哉　【西飯岡】岩渕守正　【大泉】船橋隆男、石島国男、
橋本智岳、上野さち、杉本武夫　【久原】大関和夫、渡邉真砂美　【鍬田】猪野茂、渡辺忠、細谷美代子　
【富谷】秋山百合子、石川文夫、菱沼進、匿名 1名　【中里】和久井英樹、軽部勝男　【入野新田】金子誠、川上憲雄
【門毛東】菊池守一　【門毛西】菊池進　【南飯田】細谷敏明　【間中】古室猛、古室恒男　【平沢】大和田耕、大和田英行
【池亀】岩崎豊、大木志つい、菊池孝、岩崎利光　【山口】島崎嘉春、磯隆、猪瀬幸巳、細谷正三、広沢一夫　
【大月】長堀宗市、仲野健文　【亀岡】深谷英子　【加茂部】飯村徹　【今泉】安保文明、安達久元、安達保　【木植】鈴木勝、
大関哲英、小林美瑳子、下条茂幸、佐谷英雄　【猿田】小林金吉　【曽根】平田守、吉岡久一郎　【松田】中村統一、小林清、
宮永信子　【東友部】島田安、宮山善雄、島田啓子　【西友部】大野満、増渕藤一、渡邉忠雄、岩本悦勇、久見木美智子
【上城】仲田宏、古山幸市、谷中利光　【水戸】天賀谷正　【青柳】天賀谷静男、天賀谷敞　【稲】泉三郎、秋山清美
【本木】千勝真知子、勝田孝平、勝田俊雄、成田守市、佐藤力、仁平善照、中川源一、安野守也、飯島正彦、千勝征生、
赤井輝保、木藤良一、沼田重夫、利根川猛、古橋貞子、土田正周、勝田光子、小林眞知子　【本木 2】島田英男、笠倉満、
笠倉昭英、飯島百合子、佐藤正一、深谷義洋、萩原徳雄、小野塚知美、佐谷住雄、皆川進、池田孝、飯島敏子、川股淳、
飯島昌江、安田文男、川股守安、池田薫、池田国男、川股森市、佐谷操　【大曽根】小林武夫、中原すみ子、成田治彦、
広瀬衛、小林高雄、笠倉義貞、大宮信夫、成田登美子、成田恒夫、尾見吉男、笠倉甚一、笠倉武雄、井坂美輝子、笠倉貞、
稲田八重子、小口良一　【東飯田】鈴木慎、延島功、石川章、古橋明、堀米新、延島寛、延島勲、鈴木清、鈴木明夫、
延嶋武司、古橋満夫、広瀬利典、古橋修、大塚正和、広瀬栄、鈴木稔、川又栄一、延嶋文雄　【西方】鈴木正一、木村一、
木村恵一、延島昇一、田口喜之、木村実、木村豊、鈴木貞男、大塚博光、鈴木克己　【阿部田】阿部田婦美枝、鈴木正教、
安田芳男、川津イヱ子、安田昌夫、中沢房夫、佐藤茂、安田一之、大場良一、安田孝一、中沢光壽、大関一夫　

【羽田】勝田克美、皆川曼、斉藤義治、岩渕脩、坪井茂、岩渕良一、小林興一、坪井一壽、勝田幸雄、勝田 　
【宮】太田良正、猪野順、太田徹、小川精道、宮田茂、安達勲、小川よし子、角田三郎、宮田次雄、深谷利男、安達邦男、
安達恒夫、安達弘　【木崎】皆川芳徳、海老澤昭、藤田春江、篠原陞、篠原晟、廣瀬豊、豊口包昭、海老澤智津子、藤田一、
代田正美　【前原】猪野和彦、猪野隆夫、猪野隼志、角田亨四郎、猪野俊弘、藤田貞子、長島武夫、長島信、猪野司郎、
角田茂　【中丸木】高橋量子、安達好雄、枝勝美、安達隆二郎、枝松江、矢部喜三郎、矢部実、安達正治、萩原栄、安達巌、
枝守、高橋章、安達勝栄、飯島康一、小林憲由　【金敷】大塚守一、金敷静八、小林龍一、藤野清徳、飯島明男、大塚亮、
飛澤忠良、佐藤美代子、大塚功、飛澤睦、飛澤明彦、飛澤邦雄、佐藤猛　【中根】増渕敏雄、今井博、増渕匡郷、増渕清美、
増渕成人、増渕正、増渕和美、増渕邦雄、増渕界昭、桜井稔　【鷲宿】岡村次雄、飯島美佐子、飯島三省、今井浩一、
石川守久、今井豊、弓削登、飯島弘一、高橋孝一、飯島みさ子、増渕東、増渕栄、飯島清矩、熊澤國廣、藤田均
【高久】岡村行郎、野沢修一郎、岡村昭、飯島光博、飯島文昭、飯島登志男、栗原正志、飯島美智雄　【高森】高松定雄、
師文夫、高松新平、中野信一、深谷庄治、赤坂文雄、高松勝明、深谷好男　【青木】広沢佐知子、舘野義久、野沢万代、
栗崎博、広沢洋一、谷中照和、鈴木政、鈴木敏栄、谷中薫、栗崎栄、深谷禮次郎、山崎文雄、渡邊隆夫、関四郎、
広沢義邦、吉川三郎　【上宿】西岡延廣、宮本美彦、匿名　【下宿】潮田昇一郎　【高上町】田崎彰男、金沢義典、小田部臣、
棚谷忠良、初沢穣、吉原信夫、林秀生、白川宏、奥田正二、山藤哲男、増渕義彦、古橋明、枝川智、高橋一雄、塚田典明、
松本清司、溝口守久、加藤征一、細谷進　【新宿】枝正文　【羽鳥】坂入實【南椎尾】柴英夫　【北椎尾】大関弘尚、生井孝、
笠倉三郎　【酒寄】土生都慎、酒寄嘉一　【下谷貝（下）】市村勝晴　【下谷貝（中）】塚本昌夫　【下谷貝（上）】増渕二朗
【上谷貝（北）】藤田市太郎　【桜井】渡辺亮、谷口武一、大場猛　【上小幡】平間敬章、平間幹也、小河原二三男
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地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円）
岩瀬東第1区 70,500 南飯田 91,000 本木1区 95,500 田（山口） 23,500
岩瀬東第2区 25,000 間中 18,500 本木2区 65,000 伊佐々 50,000
岩瀬東第3区 40,000 平沢 28,000 大曽根 76,000 飯塚 114,500
岩瀬西区 87,500 池亀 32,500 東飯田 55,000 塙世 83,500
元岩瀬 150,000 山口 35,500 西方 38,000 亀熊 155,000
御領 47,500 大月 28,000 阿部田 66,500 源法寺 53,000
明日香 45,000 坂本 12,500 羽田 39,000 須津賀 34,500
桜川 37,500 小塩 24,000 宮 29,000 羽鳥 75,000
富士見台 115,000 福崎 17,000 木崎 18,000 東山田 94,000
大岡 17,000 亀岡 46,000 前原 39,000 北椎尾 79,500
常盤町 16,000 西小塙第1 53,000 中丸木 30,000 南椎尾 71,000
犬田 118,500 西小塙第2 16,000 福泉 24,500 紫尾団地 49,500
長方北 37,000 西小塙第3 102,000 中根 46,500 酒寄 101,000
長方南 45,500 加茂部第1 53,500 高久 16,000 細芝 17,500
中泉 25,000 加茂部第2 14,000 鷲宿 63,000 下谷貝（下） 44,500
上の原 24,500 高幡 14,000 金敷 33,000 下谷貝（中） 32,500
下泉 29,500 今泉 18,500 高森 33,500 下谷貝（上） 51,000
本郷 38,000 木植 25,000 青木 75,000 上谷貝（南） 38,000
堤上 21,500 猿田 28,000 上宿 35,000 上谷貝（北） 25,500
西飯岡 58,000 曽根 18,500 下宿 29,000 東矢貝 50,000
大泉 86,000 松田 41,000 川原町 30,000 大塚新田 10,000
飯渕 18,000 羽黒駅前 73,500 高上町 21,000 桜井 124,000
久原 44,500 東友部 66,000 仲町 40,000 白井 125,000
富岡 31,500 西友部 79,000 新宿 47,000 長岡 141,000
鍬田 116,000 稲荷橋 28,500 大和町 8,000 下小幡 45,500
富谷 114,500 上城 34,000 古城 130,500 上小幡 82,500
中里 12,000 谷中 20,000 山尾（入） 13,500 原方 37,500
入野本田 20,000 水戸 15,000 山尾（中） 16,000 特別第1区 12,000
入野新田 9,000 青柳 38,000 山尾（上） 27,500 特別第2区 26,500
門毛東 40,000 磯部 42,500 田（鍋屋） 136,500
門毛西 37,500 稲 30,500 田（金井） 39,000

　一般会員　　※1世帯　500円 5,983,500円

入学・卒業“祝い品”を贈呈いたします
　平成20年3月に小・中学校卒業、4月に小学校入学される児童・生徒に“祝い品”を贈呈いたします。
対象となる方で希望される場合は、下記により申請してください。

1．対象となる方

対象者 条件 添付書類（コピー可）

交通遺児
交通事故により、両親またはいずれかの親
を亡くしている児童・生徒

児童扶養手当証書または住民票謄本等

ひとり親家庭
ひとり親により、児童・生徒を養育してい
る家庭

児童扶養手当証書または住民票謄本等

在宅心身障害児（者）
療育手帳または身体障害者手帳を保持して
いる児童・生徒

療育手帳または身体障害者手帳の写し

2．申込み期間
平成20年2月15日（金）～ 3月7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。

3．申請窓口・問合せ先
桜川市社会福祉協議会本所及び各支所
◎ 申請には、印鑑をご持参の上、申請書に必要事項をご記入し
ていただきます。
◎電話による申請の受付はいたしません。
◎申請書は窓口にございます。

お知らせ広場

介護予防教室「笑み筋体操」
を開催しました

「笑いの講座・笑み筋体操」が1月29日岩瀬福祉センターに於いて
講師に晏在雅子先生・小野彰子先生を招き行われました。
「笑いの効用」は、血糖値を下げる効果やストレス緩和・寝たきりでも、
身体を向上させる最良のクスリでもあります。
「楽しい人生を送りましょう」と熱いエールを頂きました。
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平成19年10月1日～平成20年1月31日

ありがとう
あなたのまごころ

善意の小箱

第57回茨城県社会福祉大会 親子一緒に
たのしんでます

　1月 29日、茨城県民文化センター
を会場に、第 57 回茨城県社会福祉
大会が開催されました。本市からは、
多年にわたり福祉の分野に携わった
14名の方々が表彰を受けました。

茨城県知事表彰
 〈 施設職員〉6名
　小幡佳子・鈴木幸江（上の原学園）
　丸山武志（真壁授産学園）
　吉原寛（紫峰厚生園）
　渡辺陽子・小薬ひさ子（さつき荘）

　水戸ヤクルト販売㈱さんより寄
付を頂き、絵本を購入させて頂き
ました。育児サークルで親子一緒
に楽しませて頂いております。
　ありがとうございます。

（岩瀬地区・大和地区）
講座名 陶芸 陶芸（自主講座） 竹細工 手話

期間
平成 20年 4 月～
11月（前期 13回、
後期 13回）

毎週月曜日
及び火曜日

平成 20年 4月～
平成 21年 3月
（毎週金曜日）

月 2回
（第 1・第 3金曜日）

会場 筑西職業訓練セン
ター 岩瀬福祉センター 岩瀬福祉センター 大和ふれあいセン

ター「シトラス」
講師 長谷川英之氏（笠間市） なし 矢野洋一氏（長方） 植木由紀子氏（結城市）
募集人数 25名 定員なし 25名 15名

受講料 前期 8,000 円
後期 8,000 円

年会費 1,000 円
材料費、窯代等すべて実費負担

年会費 5,000 円 年会費 1,000 円

参加資格 市内在住の概ね 60歳以上の方
申込締切 平成 20年 3月 14日

その他

・ 陶芸教室に5年以上在籍されている方は、できるだけ自主教室
にお申し込みください。募集人員を越えた場合には、参加をお
断りする場合がございます

・ 送迎バスを利用希望の方は、申込時にその旨ご連絡ください（陶
芸教室、竹細工教室のみ）

開催時間
午前 9時 30分～
午前 11時 30分

申込先 岩瀬本所 大和支所

（真壁地区）
　真壁支所では、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
所までお問合せ下さい。

※入会は随時できます。
※ 各講座とも月1～2回開催です。
※ 会場は、すべて真壁福祉セン
ターとなります。

地域福祉のために役立ててくださいと、温かい
“まごころ”が届いておりますのでご報告いた
します。ありがとうございます。◎現金預託 （順不同・敬称略）

◎物品預託、使用済み切手・テレフォンカード等
寄付者名 物品名

市村　春美 使用済切手
匿名 使用済切手
セイコマート小林 使用済切手
匿名 プルタブ

寄付者名 金額（円）
ホットスパー大和本木店 16,858
雅流すみれ会代表　堀中敏子 5,000
セイコマート小林 5,192
水戸ヤクルト販売㈱ 50,000
稲葉　和子 3,467
JA北つくば農協真壁支店 70,960
桜川市社交ダンス連盟 30,000
廣澤益次郎 10,000

☆講座開催のご案内☆

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

伊東留真運 使用済切手
橋本智岳 使用済切手
生活環境課 使用済切手
芙蓉会 使用済切手
五月女妙子 使用済切手
稲葉和子 使用済切手
仁平千晴 プルタブ
稲見とも子 使用済切手
JA北つくば大和支店（大和女性部） 玄米 1袋、白米 1袋
けやきの会 使用済切手
社会福祉課 使用済切手
南飯田小学校 3 学年 使用済切手
匿名 タオル 11本
仁平鋼業㈱ 使用済切手
㈱デジタル印刷 使用済切手

茨城県社協会長表彰
 〈施設役員〉1名
　青木勉（紫峰会）
 〈 施設職員〉８名
　藤田美代子（上の原学園）
　臼井光一（真壁授産学園）
　殿塚誠・西村庸子・柴ひろ子（紫峰厚生園）
　小森弘道（さつき荘）
　坪井寿美雄（上の原学園成人寮）
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歳末たすけあい募金実績額　3,379,756円
　法人・一般募金 509,854円 （敬称略）

　戸別募金　　※1世帯　200円 2,471,846円

氏名・団体名 金額（円）
橋本　智岳 61,250
足立　静恵 3,000
仁平　太二 3,000
友常　幸子 3,000
石川　文夫 30,000
金澤　一芳 5,000
藤江　秀夫 10,000
三代　雄一 10,000
深谷　かね子 21,620
匿名 789
匿名 2,026
岩瀬竹細工教室受講生一同 10,000
門毛ソフトボール・バレーボール愛好会 17,100
けやきの会 2,655
ほほえみ市 25,500
さんの会 10,000
スミハツ労働組合 61,799
スミハツサービス（株）職員一同 20,000
桜川市高齢者クラブ連合会大和支部 103,000
常陽銀行真壁支店行員一同 10,000
最勝王寺 20,000
星の宮幼稚園 6,194

利息 221円　前年度剰余金等 397,835円
地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円）

岩瀬東第1区 31,000 南飯田 34,200 稲 12,200 田（金井） 15,600
岩瀬東第2区 11,000 間中 7,800 本木1区 38,200 田（山口） 12,600
岩瀬東第3区 15,000 平沢 11,600 本木2区 26,000 伊佐々 24,700
岩瀬西区 35,800 池亀 13,000 大曽根 30,400 飯塚 45,800
元岩瀬 77,600 山口 15,200 東飯田 22,000 塙世 33,400
御領 19,000 大月 11,200 西方 15,200 亀熊 62,000
明日香 18,000 坂本 5,000 阿部田 25,800 源法寺 21,200
桜川 15,000 小塩 9,400 羽田 15,600 須津賀 13,800
富士見台 50,000 福崎 6,800 宮 11,600 羽鳥 32,200
大岡 7,000 亀岡 18,400 木崎 7,200 東山田 37,600
常盤町 7,200 西小塙第1 21,200 前原 15,600 北椎尾 31,800
犬田 48,000 西小塙第2 6,600 中丸木 12,000 南椎尾 27,100
長方北 16,000 西小塙第3 60,600 福泉 9,800 紫尾団地 19,600
長方南 18,200 加茂部第1 21,400 中根 18,600 酒寄 42,746
中泉 10,000 加茂部第2 5,400 高久 6,400 細芝 12,200
上の原 11,600 高幡 5,600 鷲宿 25,200 下谷貝（下） 17,000
下泉 11,800 今泉 7,800 金敷 13,000 下谷貝（中） 13,000
本郷 15,800 木植 8,800 高森 13,200 下谷貝（上） 20,800
堤上 8,800 猿田 11,400 青木 30,000 上谷貝（南） 15,000
西飯岡 24,000 曽根 7,400 上宿 14,200 上谷貝（北） 10,200
大泉 35,400 松田 16,800 下宿 11,600 東矢貝 20,000
飯渕 7,200 羽黒駅前 29,800 川原町 12,000 大塚新田 5,000
久原 18,000 東友部 26,400 高上町 13,000 桜井 44,800
富岡 12,700 西友部 27,600 仲町 16,000 白井 50,000
鍬田 51,800 稲荷橋 11,600 新宿 21,800 長岡 56,400
富谷 46,600 上城 14,200 大和町 3,000 下小幡 18,000
中里 5,400 谷中 8,000 古城 50,000 上小幡 33,000
入野本田 8,000 水戸 5,800 山尾（入） 5,400 原方 15,000
入野新田 4,000 青柳 13,600 山尾（中） 6,400 特別第1区 4,000
門毛東 16,400 雇用促進住宅 8,200 山尾（上） 11,000 特別第2区 10,800
門毛西 15,200 磯部 17,200 田（鍋屋） 54,600

歳末たすけあい募金のつかいみち
　皆様から寄せられました寄付金は、“みんなで支えあい明る
くお正月を迎えよう”という趣旨をもとに、民生委員児童委員
協議会を始め各関係機関のご協力をいただき、下記のように配
分させていただきました。

　
　剰余金334,756円は、次年度以降の歳末たすけあい運動に
充当させていただきます。

配分先 世帯数 金額（円）
生活保護家庭 100 700,000
要保護家庭・準要保護家庭 4 28,000
養育者家庭 0 0
ひとり親家庭 26 182,000
身体障害者・心身障害児（者） 37 259,000
ひとり暮らし老人 243 1,701,000
寝たきり老人 6 42,000
福祉施設入所者（救護・養護） 19 133,000
※住民税非課税の家庭になります。

ゆり根の会 10,000
岩瀬自主陶芸教室受講生一同 10,000
桜川市真壁地区民生委員児童委員協議会 10,000
山鳩会 10,000
消費生活展チャリティー 23,921
舞踊芙蓉会 10,000

共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）の御礼と報告
　昨年10月から12月にかけて実施いたしました平成19年度の共同募金運動は、皆様のご協力とご理解により無事
に終了することが出来ました。おかげさまで、今年も立派な実績を収めることが出来ましたことを深く感謝申し上げ、
その成果をご報告いたします。
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　一般募金  85,878円

　街頭募金  10,720円

　学校等募金  622,532円

赤い羽根募金実績額　　6,819,281円

　募金箱  44,042円
常陽銀行岩瀬支店、関東つくば銀行岩瀬支店、北つくば農業協
同組合岩瀬支店、スパー大和本木店、セイコーマート大和店、
北つくば農業協同組合大和支店、茨城銀行大和支店、常陽銀行
真壁支店、茨城銀行真壁支店、水戸信用金庫真壁支店、真壁郵
便局、北つくば農業協同組合真壁支店、桜川市公官庁窓口等
※募金箱を設置していただきました。

　戸別募金　　※1世帯　500円 6,052,709円 預金利子等　1,400円

学校名 金額（円） 学校名 金額（円）
岩瀬小学校 70,354 坂戸小学校 34,795
南飯田小学校 21,446 羽黒小学校 30,979
猿田小学校 8,393 雨引小学校 34,870
大国小学校 25,532 真壁小学校 77,455
紫尾小学校 38,439 谷貝小学校 21,111
樺穂小学校 11,621 岩瀬東中学校 28,800
岩瀬西中学校 38,399 大和中学校 25,802
桃山中学校 38,912 桜川中学校 10,027
岩瀬高等学校 29,084 岩瀬日本大学高等学校 55,407
真壁授産学園・真壁厚生学園 11,425 真壁保育園 9,681

地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円） 地区名 金額（円）
岩瀬東第1区 77,500 南飯田 86,000 磯部 48,509 田（鍋屋） 136,500
岩瀬東第2区 25,000 間中 19,500 稲 30,500 田（金井） 39,000
岩瀬東第3区 32,000 平沢 29,000 本木1区 95,500 田（山口） 23,500
岩瀬西区 90,000 池亀 32,500 本木2区 65,000 伊佐々 50,000
元岩瀬 191,500 山口 38,000 大曽根 76,000 飯塚 114,500
御領 47,500 大月 28,000 東飯田 55,000 塙世 83,500
明日香 45,000 坂本 12,500 西方 38,000 亀熊 155,000
桜川 37,500 小塩 23,500 阿部田 66,500 源法寺 53,000
富士見台 120,000 福崎 17,000 羽田 39,000 須津賀 34,500
大岡 18,000 亀岡 46,000 宮 29,000 羽鳥 75,000
常盤町 18,000 西小塙第1 53,000 木崎 18,000 東山田 94,000
犬田 118,500 西小塙第2 16,000 前原 39,000 北椎尾 79,500
長方北 37,500 西小塙第3 103,000 中丸木 30,000 南椎尾 71,000
長方南 45,000 加茂部第1 53,500 福泉 24,500 紫尾団地 47,000
中泉 25,000 加茂部第2 14,000 中根 46,500 酒寄 101,000
上の原 28,500 高幡 14,000 高久 16,000 細芝 17,500
下泉 29,500 今泉 19,500 鷲宿 63,000 下谷貝（下） 42,500
本郷 39,500 木植 22,000 金敷 33,000 下谷貝（中） 32,500
堤上 22,000 猿田 28,500 高森 33,500 下谷貝（上） 51,000
西飯岡 58,000 曽根 18,500 青木 75,000 上谷貝（南） 38,000
大泉 88,500 曽根アパート 22,500 上宿 10,000 上谷貝（北） 25,500
飯渕 18,000 松田 42,500 下宿 29,000 東矢貝 50,000
久原 45,000 羽黒駅前 74,500 川原町 30,000 大塚新田 10,000
富岡 31,000 東友部 66,000 高上町 21,000 桜井 124,000
鍬田 129,500 西友部 69,000 仲町 40,000 白井 126,000
富谷 117,000 稲荷橋 28,500 新宿 47,000 長岡 141,000
中里 13,500 上城 35,500 大和町 8,000 下小幡 45,500
入野本田 20,000 谷中 20,000 古城 125,000 上小幡 82,500
入野新田 10,000 水戸 14,500 山尾（入） 13,500 原方 37,500
門毛東 41,000 青柳 35,000 山尾（中） 16,000 特別第1区 10,000
門毛西 38,000 雇用促進住宅 8,200 山尾（上） 27,500 特別第2区 26,500

赤い羽根募金のつかいみち
募金総額6,819,281円は、平成20年度の事業として、次の
ようにつかわれます。

◎ 募金総額の約30％が、茨城県共同募金会の事業費として、
茨城県内の福祉向上のために役立てられます。
◎ 募金総額の約70％が、桜川市社会福祉協議会の事業費の
一部として、福祉向上のために使われます。

老人福祉活動費、障害者（児）福祉活動費、母子・父子福祉
活動費、ボランティア活動育成費 等

氏名 地区名 金額（円）
石川　文夫 富谷 20,000
匿名（岩瀬） 65,878

　赤い羽根バッチ代  2,000円
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桜川市シルバーリハビリ体操指導士会
会　長　小林　信子

　この会は県の高齢化対策事業の一環として、大田先生の指導のもと
シルバーリハビリ体操指導士として養成され、指導士として認定され
た者のボランティア団体です。
　現在は桜川市には31名の指導士がいます。
　これからは超高齢社会になり現在介護保険の認定を受けている方は
全国でも400万人とも言われ、この数は確実に増加すると考えられ、
また、介護の手不足も深刻な問題になることも予想されます。このよ
うな時に高齢者になっても、筋力を保ち介護を受けることなくいきい
きとした生活を送ることが大切になって来ます。
　シルバーリハビリ指導士会はいろいろな介護施設、地域の公民館、
各地の福祉センター等において介護予防として誰でも、どこでも、いつでもできる体操を指導しています。
　私たちは、必要があれば、いつでもどこへでも行って皆さんともにリハビリ体操をしたいと思いますのでどうぞよろ
しくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎問合せ先　真壁支所

～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

▲ 高齢者学級での様子

出発日：平成20年3月16日（日）
場　所：東京ディズニーランド

出発日：平成20年3月23日（日）
場　所：東京ディズニーランド

1．行　程
　 岩瀬福祉センター（7:30発）⇒ 大和シトラス（7:45発）⇒ 真壁福祉センター（8:00発）⇒ 常盤道 →
　守谷IC（休憩）→ 首都高速 ⇒ 東京ディズニーランド（10:30～15:30）⇒ 首都高速 → 守谷IC（休憩）→
　常盤道 ⇒ 真壁福祉センター（17:30着）⇒ 大和シトラス（17:45着）⇒ 岩瀬福祉センター（18:00着）
2．参加費
　大人　　　　　　　　　　5,000円
　中人（中学生・高校生）　 3,000円
　小人（幼児・小学生）　　 2,000円
　　※昼食については、各自でお願いします。

1．行　程
　岩瀬福祉センター（7:00発）⇒ 大和シトラス（7:15発）⇒ 真壁福祉センター（7:30発）⇒ 常盤道 → 
　守谷IC（休憩）→ 首都高速 ⇒ 東京ディズニーランド（10:00～17:00）⇒ 首都高速 → 守谷IC（休憩）→
　常盤道 ⇒ 真壁福祉センター（19:00着）⇒ 大和シトラス（19:15着）⇒ 岩瀬福祉センター（19:30着）
2．参加費
　大人　　　　　　　　　　5,000円
　中人（中学生・高校生）　 3,000円
　小人（幼児・小学生）　　 2,000円
　　※昼食については、各自でお願いします。

　桜川市社会福祉協議会主催の、春の親子ふれあいバスツアー
を開催いたします。
　夢と魔法の国で、親子のふれあいを通してあたたかい時間を
過ごしませんか？
◎申込み窓口・問合せ先
　桜川市社会福祉協議会本所及び各支所
　※参加費を添えてお申込みください。
◎募集人員は、どちらも先着40名といたします。
　※保護者同伴でお願いします。

春の親子ふれあいディズニーツアー
心身障害児（者）対象
※桜川市在住の方に限ります。

ひとり親家庭対象
※桜川市在住の方に限ります。

3．申込み期間
　平成20年2月15日（金）～ 3月7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。

3．申込み期間
　平成20年2月15日（金）～ 3月7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。
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