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護施鵬陽介護へ J~ Jt ・義蔵鵬

8月の猛暑の中、約� 1ヶ月にわだり桜J11市岩瀬福祉センタ

ー|こて、茨城県地域介護ヘルパ-養成研修を開催しましだ。

市内の中・高校生� 11名、一般� 2名ガ研修に参加し、全員

が資格を習得しましだ。

研悔で学んだことを将来福祉の分野で活かして、活躍して

くれることでしょう。
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平成� 22年� 11月� 1日� (2) 

-実施期間 今年もいよいよ残り� 2ヶ月と主よりましだ。皆様方|こは、� 1 0月の赤い羽

根募金、合回の歳未たすけあい募金と何かとご協力頂き、誠|こありがとう12月� 1日(水)"'12月28日(火)
ございます。

募金方法 この歳未定すけあい募金は、市内lこお住いで援護を必要としている万々
。戸別募金� 1世帯� 200円 のだめに“みん芯で支えあい 明るくお正月を迎えよう"という趣旨の包

各行政区より納入いただきます� と!こご協力をお願いしているものです。
O一般募金(個人、団体、法人等) どうか皆様|こは、この募金の趣旨をご理解いだだき、こ協力下さいます

納入取扱い先 ようお願い申し上げます。

桜川市社会福祉協議会本所及び支所 茨城県共同募金会桜川市支会長 中 田 裕

※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。

宰感22望慶麓事長き~.陽電蚊襲撃廼堕急尊重@丞寒開
歳末だすけあい募金Id:、何かと出費の多い歳未の時期|こ援護を必要としている方々 が明るくあ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だ募金運動で、集められた募金を歳未お見舞金として下記の条件lこ該当する万lこ配分いだしま
す。なあ、個人情報保護のだめ自己申請を原則といたしますが、民生委員|こよる代理申請包受付けます。

申請期間平成� 22年� 11月� 1日(月)'"平成� 22年� 11月� 30日(火)厳守
*申請できる方

① 桜川市内に居住し、市民税が非課税の世帯。

)"'(7)いずれかの世帯条件に該当すること。� (1 ②

対象者 集 件 添付 書 類 申諸方法

(1)養育者家庭
より両親とも不!こ何らかの理由� 

在の� 18歳未満の予を養育して
い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・支所)

(2)ひとり親家庭

夫 ・妻の死亡、離婚等|こよりひ

とり親lこ養育されている� 18歳
未満の予を養育している家庭で
住民税非課税の家庭

-ひとり親である事の証明
書 (医療福祉費受給者証� 

のコピー文は、児童扶養

手当証書のコピー)
-所得課税証明書 (世帯用)

-自己申請 (本所・支所)

。)重度心島障害

児(者)

重度身体障害

障害者手帳1.2級保持者ま定

は療育手帳A・@所持者のいる
家庭で住民税非謀税の家庭� 

-障害者手帳又は療育手帳

のコピー
-所得課税証明書(世帯用)� 

-自己申請(本所・支所)

-民生委員代理申請

(4)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� 
-所得課税証明書(世帯用)

-自己申請(本所・夏所)
-民生委員代理申請

(5)高齢者世帯� 
70歳以上の高齢者世帯で住民

税非課税の家庭� 
-所得課税証明書(世帯用)

-自己申請(本所・支所)

-民生委員代理申請

(6)ね定きり老人
70歳以上で、在宅lこおいて要

介護認定� 4または� 5の万がいる� 
家庭で住民税非課税の家庭� 

-介護保険証のコピー� 
-所得課税証明書(世帯用)

-自己申請(本所・支所)I 

-民生委員代理申請

(7)要保護家庭 ・

準要保護家庭

生活保護の対象lこはならないが
それ!こ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・支所)

-申請場所:問合せ先 桜川|市社会福祉協議会

岩瀬本所桜川市鍬田612 岩瀬福祉センター内� 0296-76-1357 
真壁支所桜川市真壁町山尾604-1 真壁福祉センター肉� 0296-54-2361 

*申請した場所で配分金をお受け取り下さい。
*罰(寸書類・印鑑を持参の上申請して下さい。電話での受付はい左しまぜん。配分霊げ取りについては配分決定通知書� 1;::
てご通知政します。まだ、希望|己より民生委員より配分担します。

引所得課税証明書Id:市役所税務課で発行しています。(身分証明書提示 ・1通200円)

本申請書l副長)11市社会福祉協議会本所及び支所の窓口にございます。



(3) 平成� 22年� 11月� 1日

環境思襲漫重量壊ze
平成22$8月26日(木)

あ!こ茨城県立県民文化センター

いて、茨城県戦没者追悼式ガ開

催されました。当日は� 1.200人
以上が参列され、黙とう、献

花をし、平和を祈りました。

桜川市より、 渡辺美代子さん

(岩瀬地区)ガ遺族代表として追

悼の辞を述べられまし定。

車箆旦:全国健康福雄祭以&か担友金;

第� 23回全国憧康福祉祭いしか

わ大会ガ平成 22年� 10月9日

(土)~ 12日(火)まで石川県12.

おいて開催されましだ。

茨械県代表として、本市より大

塚武夫さん� (真壁地区)ガグラウ

ンドゴルフの部|こ出場されました。

各県代表選手との交流、そして熱

戦が繰り広げられだようです。

事参シティシぎち金傍罰修会J

平成22年 10月7日� (木)桜川市岩瀬福祉センターにおいて桜

川市ボランテイア連絡会員約� 70名の参加のもと、全体研修会ガ開

催されました。

環境アドバイザーの安見珠子氏を講師lこ招き「身近な自然JIこつ

いての講演を傾聴しましだ。

実際|こマムシ|こ限まれた体験、その対処j去をユ二 ク|こ話され、

会場は笑いlこつつまれましだ。その他私左ちの周り!こある檀物、

花、動物等のスライドを上映しなが、ら分かりやすく説明していだ

だき、安見先生の気さくなト クであっという聞の楽しい� 2時間で

しと。

E趨~')i園誼副J~函Eま圃 E謂拘E車車通

平成� 22年9月 17日(金) 平成� 22年� 9月27日(月)
桜川市総合運動公園多目的ゲラウン ド� •••.••桜川市大和ふれあいセンター「シトラス」
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【善意の窓口 平成~年8月 1 日-9月30日 】
 
-物晶委託等 (順不同、敬称略) 匿名 使用済切手

寄付者名 物品名 匿名� 使用済切手

いわぜ国際受流友の会 使用済切手


債不問、敬称略)1(/.岩瀬福祉作業所への物品預託使用済切手、紙オムツ匿名

津田化学合成株式会社 使用済切手 一」二註ー=一一一 物品名
鈴木恵美子 タオル 口士ヲヲ岩瀬青柳盾 牛乳パック

仁平混 プιタプ
 菱沼信 牛乳パック

さっき荘(栗崎光手) 牛乳パック白井幸子 プ11タプ

匿名 使用済切手 ，とう細山嘉彦� 3
茨媛県退限公務員連盟筑西主部岩瀬分会

桜井典子

円山金一

くめやビューティーサロン
置名� 

I零本履物居

小総電設工業

符常陸プレス工業所

タオル

使用済切手

使用済切手 お寄せいただいた笛織の
使用済切手

使用済切手、便局溝テレ力、プルタブ ご動意に添って活用させていただきます。
使用済切手

使用済切手
ありがとうございました，

プルヲブ



平成� 22年� 11月� 1日 (4) 

思老ムク夢夢実皇室

高齢者の介護予防や要介護状態ガらのE改支善|巳こ効果

ガ

を、講師|こ茨城県立健康プラザの末田仁史先生をお

招きし、下記|こより開催いだします。

参加ご希望の万は、桜川市社会福祉協議会本所地

域福祉係までご連絡ください。尚、参加費16無料で

す。又当日は体操のできる服装でご参加ください。

期日:平成� 22年� 11月25日(木)13:30'" 115:30 
場 所:桜川市大和ふれあいセンター「シ卜ラス」

問合せ:桜川市社会福祉協議会岩瀬本所

地域福祉係� TEL0296-76-1357 

平成� 22年� 9月3日

(金〉茨城県民文化セン

ターにおいて、第� 49 

回茨城県老人クラブ大

会ガ開催されましだ。

桜川市からは大和支

部第一延命会会長の成

田守ーさんが、知事よ

リ感謝状を受けられま

しだ。

おめでとうございま

す。

地域敵意会助成事業J

各行政区|こ於いて敵老会ガ実施され、趣向を凝ら

しだ出し物や力ラオケなど、参加者の笑顔が溢れた� 

1日lこなつだようです。

※社協では、各行政区主催の敵老会に回成を行って
おります。

『どんぐりの家J(入場無料)
日 時:平成� 22年� 11月� 21日(日)午後� 1時上映

場所:桜川市大和ふれあいセンター「シ卜ラス」

「どんぐりの家」は実在するろう重複障害者の共同作業所をモデルと

しだアニメ映画です。

ハンディを背負っ定子どもの成長を願い、苦しみなか、らも歩んでいく

家族、それを支える人々の姿は福祉の原点、を問いかけるものです。

ご家族やご友人とぜひご覧lこなってください。

主 催:桜川で「どんぐりの家」を観る会

後援:桜川市ボランティア連絡会

問合せ:いわせ国際交流友の会(友常)� 0296-75-2010 
桜川市企画課市民協働推進室� 0296-20-6300 




