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　6月24日（火）桜川市岩瀬体育館（ラスカ）
において第6回生きいき大運動会が盛大に開
催されました。
　岩瀬地区サロン（13会場）・今回初参加の
大和にこにこサロン利用者・総合学習の一
環として岩瀬小学校5年生・ボランティアの
方々の大勢の参加により、笑顔いっぱいの大
運動会となりました。

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。
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心配ごと相談事業

～快適な介護サービスをお届けします～
　高齢者・障害者・乳幼児などのいる家庭に、日常生活をする上での負担を地域

の人々の協力によりサービスを提供する会員方式の有償福祉サービスです。

※詳細については、お問合せ下さい。

　10月1日より全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施され

ます。桜川市におきましても、茨城県共同募金会桜川市支会

を中心として募金運動を展開していきますので、ご協力をお

願い致します。

　なお、戸別募金については、例年通り、一世帯“500円”

を目標額とさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願い致します。

※10月に、各区長さんの協力により実施します。

赤い羽根共同募金運動　　　お知らせ!!

　日頃から抱えているさまざまな問題・心配ごとなど広く相談に応

じ、解決に向かえるようにいたします。

　相談は無料です。秘密は固く守りますので、お気軽にご利用下さい。

岩瀬会場 大和会場

開催日 毎週月曜日 毎月7のつく日

会　場 岩瀬福祉センター 大和「シトラス」

時　間 午後1時30分～午後3時30分

※詳細については、お問合せ下さい。

“在宅福祉サービス”協力会員募集!!

サービス内容　　・食事づくり・買い物・掃除・洗濯などの簡単な家事援助

　　　　　　　　・通院の付添い、散歩の介助などの簡単な介助・その他

会 員 登 録　　・協力会員登録が必要です。

研　　　　修　　・2時間程度を4日間

配 　分 　金　　・1時間当たり　700円
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桜川市高齢者クラブ連合会
大和支部輪投げ大会
※参加24チーム

期日：6月17日（火）
会場：大和体育館

（団体の部）
優　勝　大曽根Aチーム
準優勝　青木Aチーム
第3位　阿部田Aチーム
第3位　宮本前Aチーム
（個人の部）
優　勝　藤田東三郎（大曽根）
準優勝　猪野くら（前原）
第3位　皆川和（中根）

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11チーム
期日：6月19日（木）　会場：大和いこいの家

（1コート）
優　勝　中・福・金チーム
準優勝　本木1Aチーム

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8チーム
期日：6月4日（水）　会場：真壁町桜井「みかげ芝生広場」

優　勝　山口チーム
準優勝　真壁チーム
第3位　酒寄B、白井チーム

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
期日：6月19日（木）　会場：真壁体育館

（男子団体の部）
優　勝　鍋屋Aチーム
準優勝　長岡二チーム
（男子個人の部）
優　勝　植竹利夫（鍋屋A）
準優勝　入江理市（長岡一）
第3位　物井征二（鍋屋A）

（順不同）

寄付者名 物品名
・野川　博 マッサージ機械
・茨城県退職公務員連盟真壁支部 タオル458本
・鴻田　健次 使用済み切手 約50g、タオル23本
・匿名 プルタブ 約215g
・櫻井　曻 タオル 458本
・いわせ国際交流友の会 使用済切手
・坂戸小学校 プルタブ 2袋
・仁平鋼業株式会社 使用済切手
・匿名 使用済切手
・桜川市役所社会福祉課 使用済切手
・打田　美枝子 プルタブ
・㈲片桐自動車修理工場 使用済切手 85g

◎物品預託等

～高齢者スポーツ大会の結果～
第3回桜川市高齢者クラブ連合会
輪投げ大会　※参加15チーム
期日：7月17日（木）　会場：岩瀬体育館「ラスカ」

（団体の部）
優　勝　元岩瀬Aチーム
準優勝　宮木前チーム
第3位　鍋屋Aチーム

第3回桜川市高齢者クラブ連合会
ゲートボール大会　※参加12チーム
期日：7月29日（火）　会場：真壁町桜井「みかげ芝生広場」

（団体の部）
優　勝　酒寄チーム
準優勝　久原チーム
第3位　白井チーム

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第8回ペタンク大会　※参加10チーム
期日：6月13日（金）　会場：総合運動公園「多目的広場」

（団体の部）
優　勝　喜楽会Aチーム
準優勝　喜楽会Cチーム
第3位　鍬田チーム

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第8回グランドゴルフ大会　※参加17チーム
期日：6月17日（火）　会場：総合運動公園「多目的広場」

（団体の部）
優　勝　犬田Bチーム
準優勝　元岩瀬Eチーム
第3位　富岡Aチーム

桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部
第15回輪投げ大会　※参加36チーム
期日：6月19日（木）　会場：岩瀬体育館「ラスカ」

（団体の部）
優　勝　元岩瀬Bチーム
準優勝　大泉Aチーム
第3位　元岩瀬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

（個人の部）
優　勝　大山大三（元岩瀬）
準優勝　藤田東三郎（大曽根）
第3位　猪野くら（前原）

寄付者名 金　額
・社団法人 茨城県自動車整備振興会 60,000円
・スポーツクラブ友遊 50,000円
・岩瀬ロータリークラブ 100,000円

◎現金預託

善意の窓口 平成20年6月1日～7月31日
ありがとうございます

お寄せいただいた皆様の
ご意思に沿って

活用させていただきます。
ありがとうございました。

（個人の部）
優　勝　仲田好美（元岩瀬）
準優勝　横田まさえ（元岩瀬）
第3位　仁平七郎（猿田）

（個人の部）
優　勝　大山大三（元岩瀬）
準優勝　深谷文男（大泉）
第3位　勝田有喜子（大泉）

（女子団体の部）
優　勝　川原町チーム
準優勝　白井チーム
（女子個人の部）
優　勝　坂入しづ（川原町）
準優勝　酒寄光子（酒寄）
第3位　渡辺ふみ（長岡三）

（2コート）
優　勝　阿部田チーム
準優勝　中根チーム
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勤　務　内　容 ①訪問介護事業所のホームヘルパー（ヘルパー2級以上）
②デイサービス事業所の介護職員（ヘルパー2級以上）

勤　　務　　地 岩瀬及び真壁福祉センター内にある介護保険事業所

勤務時間及び待遇 ※資格・勤務内容によって変わりますのでお問合せ下さい。

募　集　人　員 若干名

資　　　　　格 ホームヘルパー1級・2級、介護福祉士
※自動車普通免許要

年　　　　　齢 概ね、55歳まで

採　用　形　態 パート

採　用　期　間 半年ごとの更新制

採　　用　　日 研修終了後随時

応　募　方　法 電話連絡後、履歴書を持参のうえ事務局までお越しください。

お　問　合　せ 桜川市社協本所及び真壁支所

そ　　の　　他 採用に当たっては、研修の期間があります。

桜川市社会福祉協議会 パートさん大募集!!

　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、ありがとうございました。

　さて、今年度も9月1日より9月30日の期間に社協特別会

員会費のご協力をよろしくお願い申し上げます。

　特別会員会費は、高齢者等への福祉サービス事業をはじめ、

心身障害児（者）の自立更生援助、さらには各種福祉団体への

育成援助等に当てられます。

　市民の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。

※ 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。

平成20年度
社協特別会員加入のご協力をお願い致します

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）

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

1．期　　間　　10月3日（金）～ 12月19日（金）　延べ20日間
2．時　　間　　午前9時00分～ 12時00分
3．会　　場　　筑西地域職業訓練センター　桜川市下泉625-1
4．募集人数　　20名
5．受 講 料　　20,000円（テキスト代含む）※最少開催人員10名
6．申 込 先　　桜川市社会福祉協議会本所及び真壁支所
7．申込期間　　9月1日（月）～ 9月19日（金）

平成20年度高齢者パソコン教室
受講生募集

平成20年度高齢者パソコン教室
受講生募集
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