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主な内容

第３回　夏祭り　8月17日（水）午前10時より
　岩瀬福祉センター内で夏祭りが開催されました。子ども達、
保護者の方、通所介護ご利用のみなさんと一緒に｢わっしょ
い、わっしょい」大きなかけ声でおみこしをかつぎました。
　風せんをいろんな形に変身させるバルーンアートを楽しみ、
縁日広場でヨーヨー釣り、ポケネット、くじ引き等でわくわく、
うきうき楽しみました。
　夏の素敵な思い出の1ページが増えたことでしょう。

子育て支援センター岩瀬
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　聴覚障害者への理解を深めるとともに、手話で日常
会話を行う表現技術を習得してみませんか。

　視覚障害者の方を対象に、「社協だより」、及び「広
報さくらがわ」をカセットテープに録音し、『声の広報』
としてお届けいたします。どうぞご利用下さい。お問
合せは、下記までお願いします。

実 施 日

内　 容

会 場
対 象 者
定　 員
受 講 料
申 込 先

平成23年９月７日（水）
～平成24年10月10日（水）
手話養成研修
全54回開催（入門課程35時間　基礎課程45時間）
桜川市岩瀬中央公民館
桜川市在住の方及び桜川市内に勤務、通学している方
20名
無料（テキストが必要な方は実費負担）
桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所 TEL 0296−76−1357
真壁支所 TEL 0296−54−2361

※実施期間途中からの参加も歓迎致します。

手話養成研修を開催します

『声の広報』をお届けします

●地域ケアシステム推進事業とは…
誰もが住みなれた家庭や地域でいつまでも安心して
暮らせるよう、日常援助が必要な高齢者や障害者な
ど一人一人に対して最もふさわしい、保健・医療・
福祉の在宅サービスを総合的に提供し、地域全体で
支えあう事業です。

●どんな人が対象？
ひとり暮らしのお年寄りや障害のある人など地域で
様々な生活課題を抱えて困っている人たちが対象で
す。

●どんな活動？
医師、保健師、民生委員・児童委員、ボランティア、
家族・親族を含めた地域の方が協力をし、「在宅ケ
アチーム」というチームを組んで日常援助の必要な
人に最も適したサービスを提供していきます。

●在宅ケアチームって？
支援を必要としている人に直接サービスを行う人た
ちのことです。家族、医師、保健師やホームヘルパー、
民生委員・児童委員など保健・医療・福祉の関係者
で構成されます。

地域ケアシステム推進事業
〜住みなれた地域でくらしていくために〜

世代間交流ふれあい事業

岩瀬福祉作業所｢時計台｣：　　
　　小学生とアートでコラボ！

問 合 せ 桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所 TEL 0296−76−1357
真壁支所 TEL 0296−54−2361

問 合 せ 桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所 TEL 0296−76−1357
真壁支所 TEL 0296−54−2361

　この事業は、福祉の地域づくりの一環として、児童と高齢
者との交流の場を提供し、子供の時から福祉の心を育むとと
もに、高齢者の生きがいと健康づくりを図ることを目的とし
ています。
　今年は7月21日（木）に雨引小学校で開催され陶芸教室で
の作品作りと、そばの会によるそばの昼食会に総勢４７名が
参加し、ふれあいの時間をすごしました。

　地域との交流を目的に、今年はじめて岩瀬小学校6年生の総合学習、福
祉グループの授業に参加することになりました。アートを通して児童と通所
生がお互いの理解を深めるため、力を合わせて大きな旗を制作することに
しました。みんなで話し合って決めたテーマに基づき、生地に絵の具やマ
ジックで絵を描き完成した旗は市民文化祭に展示する予定です。
　小学生との交流事業は、合計5回を予定しており、現在3回目を終えた
ところです。はじめはお互いにぎこちない様子でしたが、回を重ねるうちに
少しづつ話し合う姿も見られるようになり、残り2回の交流もとても楽しみ
です。
　また、3月の震災後は４ケ月間岩瀬福祉センターで活動していましたが、
７月２７日に本来の活動場所である桜川市高齢者センターに戻ることがで
きました。今後も、地域との交流を大切にいろいろな活動を通じて、地域
に根付いた作業所にして行きたいと思います。
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各高齢者スポーツ大会の結果
桜川市高齢者クラブ連合会岩瀬支部　

第11回ペタンク大会　※参加18チーム

期日：６月２日（木）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11回グランドゴルフ大会　※参加27チーム

期日：６月16日（木）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18回輪投げ大会　※参加30チーム

期日：６月28日（木）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真壁支部　　

輪投げ大会　※参加51チーム

期日：６月23日（木）会場：桜川市真壁運動場

桜川市高齢者クラブ連合会真壁支部　　

グランドゴルフ大会　※参加107名

期日：６月30日（木）会場：桜川市真壁運動場

桜川市高齢者クラブ連合会真壁支部　　

社協会長杯真壁地区ゲートボール大会　
※参加25名（５チーム）

期日：７月６日（水）会場：みかげ広場

優　勝 大泉Ａチーム

準優勝 喜楽会Bチーム

第３位 富谷D

優　勝 田崎育雄（塙世）

準優勝 枝憲司（鍋屋ダイヤモンドクラブ）

第３位 小薬光江（塙世）

優　勝 真壁Ａチーム

準優勝 真壁Bチーム

第３位 酒寄チーム

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。

（順不同・敬称略）

寄付者名 物　　品　　名

小島清美 プルタブ

茨城県退職公務員連盟　桜川・明野支部 タオル　566枚

樺穂小学校 プルタブ・使用済切手

安沢輝夫 肌掛け９枚

㈱デジタル印刷 使用済み切手

桜川市立大和中学校 プルタブ

仁平鋼業㈱ 使用済み切手

匿名 使用済み切手・ベルマーク

市野塚きくい 使用済み切手

上野精肉店 使用済み切手・プルタブ

匿名 タオル85本

匿名 紙おむつ

匿名 尿とりパット４袋

匿名 リハビリパンツ１袋

◎ 物品預託等
寄付者名 物　　品　　名

匿名 フラットタイプ５袋

ひだまりの家やまと 使用済み切手

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。

善意の窓口 平成23年５月１日～７月31日

（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 元岩瀬Aチーム

（団体の部）
優　勝 鍋屋Ａチーム

準優勝 桜井Ａチーム

第３位 亀熊Ａチーム

（団体の部）
優　勝 元岩瀬１チーム

準優勝 鍬田Bチーム

第３位 元岩瀬３チーム

（個人の部）
優　勝 物井征二（鍋屋Ａ）

準優勝 植竹利夫（鍋屋Ａ）

第３位 広瀬芳（鍋屋 B）

（85歳以上の部）
優　勝 吉原きみ（鍋屋）

準優勝 枝川辰見（鍋屋Ａ）

第３位 井坂こう（飯塚Ａ）

（個人の部）
優　勝 菱沼進（富谷 C）

準優勝 榎戸栄（元岩瀬１）

第３位 田村くめ（鍬田 A）

（個人の部）
優　勝 横田まさえ（元岩瀬E）

準優勝 仙波絹枝（犬田 B）

第３位 中島光（犬田 A）

（順不同・敬称略）◎ 現金預託
寄付者名 金　額

沼口菊郎 100,000円

（順不同・敬称略）◎ 岩瀬福祉作業所への物品預託
寄付者名 金　額

ローソン　青柳店 牛乳パック・石けん

さつき荘（栗崎光子） 牛乳パック

仲田幸代 牛乳パック

野村京子 牛乳パック

丸信化工㈱ 低反発スポンジ
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　先般実施いたしました一般会員の募集につきましては、市

民の皆様より暖かいご支援、ご協力をいただき誠にありがと

うございました。

　また、９月１日から９月30日の期間には、特別会員会費

の募集をさせていただきます。この会費は地域福祉事業等に

幅広く活用させていただきます。

　つきましては皆様のご理解とご協力の程よろしくお願い申

し上げます。

※ご加入いただいた方のお名前等は、後日、本会広報誌「社

協だより」に掲載させていただく予定ですが、「匿名」を

ご希望の方は、本会までご連絡下さい。

　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

を中心に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ますので、ご協力下さいますよう

お願い致します。

※10月に、各区長さまにご協力いただき実施します。

平成23年度 社協特別会員加入のご協力をお願い致します

赤い羽根共同募金運動のお知らせ

●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）

　日頃から抱えているさまざまな問題・心配ごと
などの相談に応じ、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。

　配食サービスのお手
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。

　相談所に来られない方のために、岩瀬・真壁会
場では電話での相談を受け付けています。
※電話相談の受付時間は、各会場の開催日・時間と同じ

です。
※開催日が祝日の場合、相談所はお休みとなります。
（９月19日、平成24年１月２日）

会　　場 開　催　日 時　　間

岩瀬福祉
センター

第１･第３
月曜日 午後

１時30分

～

午後
３時30分

大和
「シトラス」

第２･第４
木曜日

真壁福祉
センター

第２･第４
火曜日

心配ごと相談事業配食サービス
ボランティア募集

大和地区 岩瀬・大和地区 真壁地区

内容

月２回（第１・第
３火曜日）、弁
当配達をしてい
ただける方

毎週、月・木曜日
の夕方、自家用
車にて弁当配達
をしていただけ
る方

毎週水曜日、自
家用車にて弁
当配達をしてい
ただける方

時間
午前10時30分
～約1時間程度

午後４時～
１時間程度

午前11時～
約１時間程度

問い
合せ

桜川市社会福祉協議会　
岩瀬本所

（TEL 0296-76-1357）

桜川市社会福祉
協議会　
真壁支所

（TEL 0296-
　54-2361）

電話相談 TEL 0296−75−1690（岩瀬）
TEL 0296−54−2361（真壁）


