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主な内容

各介護保険事業に携わる
職員活動の様子

各介護保険事業の紹介
　急速に進む、少子・高齢化時代の
現在では、介護に関する問題は避け
て通れないものとなっています。
　このような社会状況の中、「介護
の負担を社会全体で支えあうため
に」を背景に、介護保険制度は平成
12年４月から始まりました。
　社会福祉協議会においても、居宅
介護支援・通所介護・訪問介護・訪
問入浴介護の各介護保険事業を展開
しております。
　他機関や各事業でお互いの連絡を
取り合い、高齢者が普段の生活の中
で、抱えている諸問題を、関係者を
含め各担当職員と一緒に最善のサー
ビスが提供できるよう運営を実施し
ているところです。
　社会福祉協議会でも、この介護保
険事業を利用される高齢者の方々
が、住み慣れた地域で、誰もが、自
分らしく安心して生活ができる社会
づくりのために活用されるよう積極
的に取り組んでおります。
　どうぞ、各事業の利用を希望する
方は、お気軽にご相談ください。



（2）平成 23 年 11 月１日

　今年も残り２ヶ月となりました。皆様方には、10月の
赤い羽根募金に引続き、今回の歳末たすけあい募金とご
協力いただき、感謝申し上げます。
　この募金活動は、市内にお住いで支援を必要としてい
る方々のために、“みんなで支えあい、明るいお正月を迎
えよう”という趣旨のもとにご協力をお願いするものです。
　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

※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、「匿名」をご希望の方は、
本会までご連絡ください。

実施期間
　12月1日（木）～12月28日（水）

募金方法
　◎戸別募金　１世帯　２００円
　　各行政区より納入願います
　◎一般募金（個人、団体、法人等）

問合せ・申込先
　桜川市社会福祉協議会各支所

平成２3年度　歳末たすけあい募金のご協力をおねがいします

平成２3年度　歳末見舞金申請のご案内

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
※申請書は桜川市社協本所及び支所窓口にございます。添付書類・印鑑持参の上申請してください。
　電話での受付はいたしません。申請した場所が見舞金お受け取りの場所となります。  
※所得課税証明書は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)

対　象　者 条　　件 添付書類 申請方法

（１）養育者家庭 両親とも不在の18歳未満の子を養育
している住民税非課税の世帯

・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
育している住民税非課税の世帯

・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、又は児童扶養手当証
書のコピー）

・所得課税証明書（世帯用）

・自己申請（本所・支所）

（３）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・Ⓐ保持者のいる家庭で住民税
非課税の世帯

・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住民
税非課税の方

・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

（５）高齢者世帯 70歳以上の高齢者世帯で、住民税非
課税の世帯

・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
の方がいる住民税非課税の世帯

・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）
・民生委員代理申請

（７）要保護家庭・
　 　 準要保護家庭

生活保護の対象にはならないが、それに
準ずると認められる住民税非課税の世帯

・所得課税証明書（世帯用） ・自己申請（本所・支所）

　歳末たすけあい募金は、年末の時期に支援を必要としている方々が、明るいお正月を迎えられるよう、み
んなで支え合うことを目的とした募金活動で、集められた募金を歳末見舞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、個人情報保護法に基づき自己申請を原則といたしますが、民生委員による代理申
請も受付ます。

申込期間　平成２３年１１月１日（火）～平成２３年１１月３０日（水）
　　　　　受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分　※土日、祝日は除きます。

※申請できる方（下記の①②の要件を満たすことが必要です。）
　①桜川市内に居住し、住民税が非課税の世帯。　②（１）～（７）いずれかの条件に該当すること。
　③（４）（５）（６）の条件にあります70歳以上の基準日は、平成24年３月31日現在とします。
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各高齢者スポーツ大会の結果 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
吉沢電設 使用済み切手

上小幡高齢者クラブ 使用済み切手

桜川市役所 使用済み切手

藤江自動車 使用済み切手

谷中たつ子 紙おむつ・おしりふき

黒子きみ 紙おむつ11袋

匿名 プルタブ

◎ 物品預託等
寄付者名 物　　品　　名

吉原印刷（有） 使用済み切手

茨城県退職公務員連盟　筑西支部岩瀬分会 タオル176本

ひだまりの家やまと 使用済み切手・牛乳パック

井上正次 プルタブ

匿名 使用済み切手

匿名 使用済み切手

（有）常陸プレス工業所 プルタブ

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８月１日～９月30日

（団体の部）
優　勝 鍋屋Ａチーム
準優勝 鍬田Bチーム
第３位 山口チーム

（団体の部）
優　勝 大曽根Aチーム
準優勝 大国玉Bチーム
第３位 阿部田長寿会A

家族介護者交流事業を実施しました。

茨城県地域介護ヘルパー養成研修会　開催　８月１日から８月31日

　桜川市内で家族の介護をされている方を対象に相互の交流・情報交換やリフレッ
シュを目的とし、９月13日（火）に足利フラワーパーク見学とぶどう狩りに行ってき
ました。介護者13名の参加があり、皆さんとてもリラックスした様子で情報交換や
交流を図っていました。昼食時には介護相談なども行い、介護者である皆さんのご
苦労話等も聞くことができました。
　今後は、皆様の意見や要望に少しでも応えられるよう企画していきたいと思います。

　今年は１１名の方（中学生、高校生、一般の方）が受講されました。
　閉講式では一人づつ中田会長より修了証書を手渡され、みなさん想いを
新たにしたことでしょう。

　通所介護職員の方から「利
用者さんの話し相手をしてくだ
さい」と言われましたが、あま
り人との会話が得意でない私
は何を話せばよいのか、誰に声をかければよいのか戸惑っていました。そん
な私を見て、利用者の方が手招きをして話かけてくださいました。私はこの事
がとてもうれしく思えたのと同時にお年寄りの優しさを知りました。

修了文集から一部抜粋（現場見学中の出来事）

（個人の部）
優　勝 植竹利夫（鍋屋Ａ）
準優勝 横田森男（元岩瀬３）
第３位 仁保ふみ（亀熊Ａ）

（個人の部）
優　勝 藤田一明（大曽根A）
準優勝 猪野くら（大国玉B）
第３位 広瀬かつ江（大国玉B）

（個人の部）
優　勝 植竹利夫（鍋屋Ａ）

準優勝 横田森男（元岩瀬３）

第３位 広瀬かつ江（大国玉B）

（個人の部）
優　勝 藤田貞子（大国玉A）
準優勝 増田あさ（大国玉C）
第３位 笠倉義貞（大曽根A）
第４位 尾見吉男（大曽根A）
第５位 猪野くら（大国玉Ｂ）

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：８月９日（火）会場：大和ふれあいセンター・シトラス

桜川市高齢者クラブ連合会

グラウンドゴルフ大会　※参加41名

期日：９月27日（火）会場：桜川市総合運動公園

桜川市高齢者クラブ連合会大和支部

輪投げ大会　※参加18チーム

期日：８月２日（火）会場：大和ふれあいセンター・シトラス

桜川市高齢者クラブ連合会大和支部

グラウンドゴルフ大会　※参加35名

期日：９月８日（木）会場：桜川市大和運動場

優　勝 大山大三（元岩瀬C）
準優勝 枝幸吉（鍋屋ダイヤモンドクラブ）
第３位 萩原サワ江（大国玉D）
第４位 岩本悦勇（稲西）
第５位 横田まさえ（元岩瀬E）
第６位 仁平すい（元岩瀬D）

閉講式

「心理の援助方法」講義の様子
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支援センター岩瀬…月曜日から金曜日まで予定のない日は自由遊びの日です。
（午前９時30分から12時、午後１時から３時30分）

　子どもたちが体験学習を通して、社会福祉やボランティア・防災に対する理解を深め、
相手の気持ちを考え、思いやりの心を育むことを目的に開催いたします。

　通所介護事業所は、月曜日から金曜日までの９時から16時まで、福祉センターを会場として
実施しており、毎日30名程度の方が利用しております。
　リフト付の車により送迎し、健康状態の確認・機能回復訓練・入浴、食事の介助などを行って
います。季節に応じた行事も、大変喜ばれています。
　また、利用者およびその家族の日常生活における介護等に関する相談助言などを行っています。

ジュニアボランティアスクール ＆ ぼうさい探検隊を開催します

桜川市子育て支援センター岩瀬　11月、12月、１月の行事予定

　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。

参加対象者
桜川市真壁地区各小学生
４・５・６年

募 集 人 員
30 名（集まり次第締め切
りとさせていただきます）

募 集 期 間
平成23年11月15日（火）
〜 12月５日（月）

参 加 費 無料

【ジュニアボランティアスクール】

期 日 平成 23年 12月 26日（月）午前９時〜午後４時

内 容
福祉センターにて車椅子体験、高齢者疑似体験、
高齢者との交流

【ぼうさい探検隊】

期 日 平成 23年 12月 27日（火）午前９時〜午後４時
内 容 栃木県宇都宮市『栃木県防災館』見学、体験

　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。
（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

桜川市シニアゴルフ大会を開催します 心配ごと相談事業

行　　　事 予　定　日 開催時間 予約の有無

母乳・育児相談（助産師） 11/7、12/5、1/16 午後１時 30 分から 予約あり定員あり

０歳児自由遊び 11/7、11/15、12/5、12/14、1/11、1/16 午後１時から 予約なし

身体測定（保健師） 11/16、1/18 午後９時 30 分から10 時 30 分 予約なし

出張子育て（岩瀬中央児童館） 11/30、12/7、1/25 午後１時 30 分から 予約あり定員あり

企画遊び 1/20（季節の製作） 午前 10 時から 予約あり定員あり

保護者の為の講座 11/28、12/22、1/30 お問い合わせください 予約あり定員あり

その他 11/18（ミニ運動会）、12/16（クリスマス会） お問い合わせください 予約あり定員あり

電 話 相 談 TEL 0296−75−1690（岩瀬）
TEL 0296−54−2361（真壁）

※市役所（各支所）、子育て支援センターに置いてある「にじいろ通信」（毎月発行）をご覧ください。
※詳細・問合せ先…0296ｰ75ｰ6144（予定が変更になる時がありますのでお問い合わせください）

※２日間での申し込みとなります。　※平成23年第１号社協だよりに掲載した期日とは諸事情により変更させていただきました。

通所介護事業（デイサービス）の紹介

期　　 日
会　　 場
参 加 資 格
募 集 定 員
参 加 費

プレーフィ

申 込 期 間

申 込 方 法

問 合 せ

平成23年12月21日（水）
筑波学園ゴルフクラブ　
桜川市在住で60歳以上の男女
160名(先着順)
1,000円(参加賞、賞品代、パーティ代等)
※申込後のキャンセルは、返金ができませんの
　でご了承ください。
実費5,600円(プレー代、昼食代)
※各自清算してください。
11月10日（木）から11月30日（水）まで

（土日祝日を除く）
参加申込書は、桜川市社会福祉協議会岩瀬本所、
真壁支所、及び大和庁舎総合窓口課に用意して
あります。電話でのお申し込みはできません。
桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所　桜川市鍬田612　
　　　　　TEL 0296－76－1357
真壁支所　桜川市真壁町山尾604-1　
　　　　　TEL 0296－54－2361


