
　平成２４年６月２９日（金）桜川市岩瀬

体育館 (ラスカ) において、第９回生きいき

サロン大運動会が開催されました。

�　当日は、サロン利用者・岩瀬福祉作業所

通所生・シルバーリハビリ指導士会岩瀬支

部及び、民生委員児童委員の方々約２６０

名参加のもと笑顔あふれる楽しい一日とな

りました。

�　競技種目は、「お寿司作り」・「魚釣り」・

「パフェにふんした仮装」など、それぞれ

がユニークなもの�ばかりで会場は応援や笑

いで大いに盛り上がりま�した。
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　平成２４年６月２９日（金）桜川市岩瀬

体育館 (ラスカ) において、第９回生きいき

サロン大運動会が開催されました。

�　当日は、サロン利用者・岩瀬福祉作業所

通所生・シルバーリハビリ指導士会岩瀬支

部及び、民生委員児童委員の方々約２６０

名参加のもと笑顔あふれる楽しい一日とな

りました。

�　競技種目は、「お寿司作り」・「魚釣り」・

「パフェにふんした仮装」など、それぞれ

がユニークなもの�ばかりで会場は応援や笑

いで大いに盛り上がりま�した。



平成24年9月1日(２)

ジュニアボランティアスクール＆防災探検隊子育て支援センター岩瀬 ジュニアボランティアスクール＆防災探検隊

　７月２０日 (金) 、第４回の夏祭りを開催

いたしました。５０組１１０人の親子がお

みこしをかつぎ、縁日ひろばでヨーヨー釣

り、ゲーム、くじなどを楽しみました。ま

た「バルーンアート」では、いろいろな形

に変っていく風船に子どもたちは、目を輝

かせていました。親子で夏の楽しい一日を

過ごしました。

子育て支援センター岩瀬子育て支援センター岩瀬 ジュニアボランティアスクール＆防災探検隊

　「私は学校の行事で、通学路の清掃をやり

ますが、めんどうくさいと思い、まじめにや

りませんでした。このスクールに参加して、

これからは自分の清掃場以外も進んでやり、

人のためになることは進んでやっていこうと

思います。たくさんの人からいろいろなことが

学べた３日間でした。」 　 (感想文から抜粋)

　８月１日から３日までの３日間、岩瀬地区

と大和地区の小学生 (５・６年生) ３３名が参

加しました。消防署見学、自衛隊の活動や警

察犬についての講話、ディサービスでの体験、

その他、普段ではできないことを体験し、１人

ひとりが大きく成長したスクールでした。



(３)平成24年9月1日

1. 趣　　旨……シニア世代の方々が、ゴルフを通じて相互の交流を図るとともに、健康で活力ある生活

　　　　　　　を送ることを目的として実施。

2. 開 催 日……平成２４年１０月３０日 (火）※雨天決行

3. 会　　場……筑波学園ゴルフクラブ (桜川市西飯岡１３１２)

4. 参加資格……桜川市内在住で、６０歳以上の男女

　　　　　　　　　　　　　　　 (平成２５年４月１日現在で６０歳以上)

5. 募集定員……先着１６０名

6. 参 加 費……１,０００円（参加費、賞品代等）

　　　　　　 　※申込後のキャンセルは、返金できませんのでご了承ください。

7. プレーフィ……５,６００円（プレー代・昼食代）プレーフィ・実費は各自清算をお願いします。

8. 申込期間……平成２４年９月１０日 (月) から

　　　　　　　 ※募集定員１６０名に達した時点で、締切りとしますのでご了承ください。

9. 申込方法……参加申込書は、桜川市社会福祉協議会岩瀬本所・真壁支所に用意してありますので、

　　　　　　　必要事項をご記入のうえお申込みください。

　　　　　　　※電話での申込みはできません。

10. 問合せ・申込先……桜川市社会福祉協議会岩瀬本所　桜川市鍬田612  電話 0296ー76ー1357

　　　　　　　　　桜川市社会福祉協議会真壁支所　桜川市真壁町山尾604-1  電話 0296ー54ー2361

1. 目　　的……桜川市特産そばの魅力を探求し、食文化の関心を高めることや、趣味活動を通じて相互交

　　　　　　　 流の場を提供することを目的として 講座を開催します。

2. 開催期間……

3. 時　　間……①グループ　午前９時３０分～午前１０時３０分

　　　　　　　②グループ　午前１０時３０分～午前１１時３０分

　　　　　　　③グループ　午後１時３０分～午後２時３０分

　　　　　　　※開講式・閉講式以外は、５名のグループに分かれ、1時間の実技を行ないます。

4. 参加資格……桜川市内在住で、６０歳以上の男女

5. 参加定員……岩瀬会場：１５名・真壁会場：１５名

6. 会　　場……桜川市岩瀬福祉センター　桜川市鍬田６１２

　　　　　　　桜川市真壁保健センター　桜川市真壁町山尾７５４-１

7. 受 講 料……１講座１,０００円（そば粉５００ｇ、つなぎ粉２００ｇ等、約５人前分の材料費として)

8. 募集期間……平成２４年９月１０日 (月)～１０月１０日 (水)

9. 問合せ・申込先……桜川市社会福祉協議会岩瀬本所　桜川市鍬田612  電話 0296ー76ー1357

　　　　　　　　　桜川市社会福祉協議会真壁支所　桜川市真壁町山尾604-1  電話 0296ー54ー2361

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

１１月　１日 (木) 開講式・模範実技

　　　　８日 (木) 実技

　　　１５日 (木) 実技

　　　２２日 (木) 実技

　　　２９日 (木) 実技

１２月　６日 (木) 実技・閉講式

１１月　６日 (火) 開講式・模範実技

　　　１３日 (火) 実技

　　　２０日 (火) 実技

　　　２７日 (火) 実技

１２月　４日 (火) 実技

　　　１０日 (月) 実技・閉講式



桜川市子育て支援センター岩瀬 行事予定

桜川市子育て支援センター真壁 行事予定

平成24年9月1日(４)

　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。

（午後９時３０分から１２時、午後１時から３時３０分）手遊び、リズム遊び、紙芝居を楽しくやっています。

母乳・育児相談 (助産師)

赤ちゃんのタッチケア (助産師)

０歳児自由遊び

身体測定 (保健師対応)

出張子育て (岩瀬中央児童館)

企画遊び

フェイクスイーツ作り

(保護者の為の講座)

11/14

10/3、12/12

10/9、11/9、11/14、12/4

11/2

10/5、11/16、12/5

(お外遊び中心)

11/9

(季節の製作、体を使った遊び)

10/23、12/10

運動会  10/19

しゃべっチャオ会  11/5

リース作り  11/13

クリスマス会  12/21

午後1時30分から

午後1時30分から

午後1時から

お問い合わせください

午後1時30分から

午前10時から

お問い合わせください

お問い合わせください

予約あり定員あり

予約あり定員あり

予約なし

予約あり定員あり

予約あり定員あり

予約あり定員あり

予約あり定員あり

予約あり定員あり

行　　事

予  定  日

開催時間

予約の有無

桜川市子育て支援センター岩瀬 行事予定桜川市子育て支援センター岩瀬 行事予定

桜川市子育て支援センター真壁 行事予定桜川市子育て支援センター真壁 行事予定



(５)

善意の窓口

平成24年9月1日

各地で、熱戦が繰り広げられました。
その結果についてお知らせします。

お寄せいただいた皆様のご意志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。　　　　　　　　　　　　※平成24年5月1日～7月31日

匿　名

ひだまりの家やまと

桜川市役所社会福祉課

(有) 吉原印刷

匿　名

匿　名

安達　和子

上野精肉店

匿　名

茨城県退職公務員連盟桜川�

・明野支部

匿　名

匿　名

匿　名

匿　名

紫尾小学校女性ネットワーク

上小幡高齢者クラブ

飯島菜那　飯島寛太

匿　名

タオル

�使用済切手

�使用済切手

�使用済切手

�使用済切手

�紙オムツ

�紙オムツ

�使用済切手・プルタブ

�防水シーツ

�タオル

�

�紙オムツ

�プルタブ

�タオル

�プルタブ

�プルタブ

�使用済切手

�プルタブ

�プルタブ

�ひだまりの家やまと

�ローソン岩瀬青柳店

�さつき荘（栗崎　光子）

�菱沼　信

�下条工務店

桜川市地域女性会

真壁ライオンズクラブ

結城信用金庫

牛乳パック

�牛乳パック

�牛乳パック

�牛乳パック

�苗かご

4,621円

20,000円

100,000円



平成24年9月1日(６)

会　場　　  開催日　　 時　間

平成24年度 社協特別会員会費の

ご協力をお願いいたします
平成24年度 社協特別会員会費の

ご協力をお願いいたします

　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、募金運動を展開いたし

ますのでご協力をお願い申し上げます。

�　なお、戸別募金は誠に勝手ながら、一世帯５００円

を目標額とさせていただきますので、重ねてよろしく

お願い申し上げます。

※10月に、各区長様にご協力をお願い申し上げます。
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