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主な内容

桜川市岩瀬福祉作業所「時計台」
　平成１３年４月から始まった「時計台」の花栽培。春はペチュニアなど、冬はパンジー・
ビオラを育てています。
　花栽培は土つくりからはじまります。土をつくったら、ゴマ粒よりも小さい種を苗床に１
粒ずつ蒔いて、小さな苗をポットに移植と追肥、みんなで作業を分担しながら大きく育てます。
　６月と１１月には、福祉センターと作業所前で販売し、また、保育所や地域の皆様からも
注文を頂いています。
　きれいな花を咲かせるために、暑い日も寒い日もがんばっています。



（2）平成 24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、
ご協力くだ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
※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、
本会までご連絡ください。

実施期間
　12月３日（月）～12月28日（金）

募金方法
　◎戸別募金　１世帯　２００円
　　各行政区よりご協力願います
　◎一般募金（個人、団体、法人等）

納入・取扱先
　桜川市社会福祉協議会本所及び支所

平成２4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２4年度　歳末たすけあい事業配分申請のご案内

対　象　者 条　　件 添付書類 申請方法

（１）高齢者世帯 70歳以上の高齢者世帯で、住民税
非課税家庭

・所得課税証明書（世帯用） ・自己申請（本所・支所）

（２）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家庭の住民
税非課税家庭

・所得課税証明書（世帯用） ・自己申請（本所・支所）

（３）養育者家庭
何らかの理由により、両親とも不在
の１８歳未満の子を養育している家
庭の住民税非課税家庭

・住民票等両親が不在である
　事を証明する書類
・所得課税証明書（世帯用）

・自己申請（本所・支所）

（４）ひとり親家庭
夫・妻の死亡、離婚等によりひとり
親に１８歳未満の子を療育している
家庭の住民税非課税家庭

・住民票等ひとり親である
　事を証明する書類
・所得課税証明書（世帯用）

・自己申請（本所・支所）

（５）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・Ⓐ所持者のいる家庭の住
民税非課税家庭

・障害者手帳又は療育手帳
　の写し
・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）ひとり暮らし老人 ７０歳以上で単身生活をしている方
の住民税非課税家庭

・住民票
・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）ねたきり老人 ７０歳以上で、要介護認定４または５
の方がいる家庭の住民税非課税家庭

・介護保険証の写し
・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

　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、みんなで支えあうことを目的とした募金活動で、いただいた募金を歳末見
舞金として下記の条件に該当する方に配分を予定しております。なお、個人情報保護法の
施行により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します。

申込期間　平成２４年１１月１日（木）～平成２４年１１月３０日（金）
　　　　　 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）いずれかの世帯条件に該当すること。

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
※添付書類を持参の上申請して下さい。電話での受付はいたしません。配分受け取りについては
　配分決定通知書にてご通知致します。また、希望により民生委員より配分致します。
※所得課税証明書は市役所税務課で発行しています。(1通・200円)…
※申請書は桜川市社協本所及び支所窓口にございます。



（3） 平成 24年 11月１日

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）

（順不同・敬称略）

寄付者名 物　　品　　名

匿名 使用済み切手
匿名 使用済み切手・プルタブ
ボランティア山鳩会　 使用済み切手
茨城県退職公務員連盟笠西支部・岩瀬分会 タオル
田中ひな子 使用済み切手・プルタブ
桜川市食生活改善推進員協議会 プルタブ
小松電設工業株式会社 使用済み切手
羽黒石材工業株式会社 使用済み切手
匿名 プルタブ
上小幡高齢者クラブ 使用済み切手
ムラカミ書店 使用済み切手・牛乳パック
ダイナパック（株）つくば事業所 使用済み切手
匿名 プルタブ
谷中心響・谷中伊織 プルタブ

寄付者名 物　品　名

ひだまりの家やまと 牛乳パック
𠮷岡石材 石板
ローソン岩瀬青柳店 牛乳パック
さつき荘 牛乳パック
菱沼信 牛乳パック
匿名 ビーズ

寄付者名 金　　　額

セイコーマートこばやし店 8,315円

◎ 物品預託等 （順不同・敬称略）◎ 岩瀬福祉作業所への物品預託

◎ 現金預託等

善意の窓口 平成24年８月１日～９月30日

平成24年度　桜川市ボランティア連絡会全体研修会
　10月19日（金）、桜川市岩瀬福祉センターにおいて、桜川市ボランティア連絡会加入者を対象に、
全体研修会を行いました。
　約50名の参加のもと、「たまり場・たろう」（筑西市）主宰、小松崎登美子氏を講師に迎え、『たまり場ぁ
～ばの五感直感たまり場賛歌』をテーマに、講話をいただきました。
　小松崎登美子氏は、44歳で脳卒中を発症したご主人様の介護をきっかけに、笑顔で暮らせる新しい
ふれあい社会の創造をめざし、現在、無限の可能性を秘めた地域コミュニティ再生プロジェクト拠点、「た
まり場」の啓発推進活動を展開中です。
　「価値観や生活スタイルが多様化し、なぜか、
人の絆がなつかしく想われる今日この頃です…」
から始まる講話の中で、誰かと出会い、ふれあい、
認め合うことで人の絆が生まれること、人が溜ま
るとココロも溜まるなど、人が集うことの意味や
大切さを改めて感じることができました。
　人は生まれながらにして、誰かに優しくしてあ
げたいDNAをもっているそうです。
　人の温かみやつながり、絆を自然に受け入れる
ことができる、そんな穏やかな時間となりました。

桜川市高齢者クラブ連合会　

グラウンドゴルフ大会
期日：９月１１日（火）会場：真壁運動場

桜川市高齢者クラブ連合会

輪投げ大会
期日：８月８日（水）会場：大和ふれあいセンター・シトラス

（団体の部）

優　勝 鍋屋Aチーム
準優勝 元岩瀬Ｂチーム
第３位 桜井Aチーム

（個人の部）

優　勝 増渕　修（亀　熊）
準優勝 鈴木専司（鍋　屋）
第３位 仲田好美（元岩瀬）

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。



（4）平成 24年 11月１日

　１０月１９日（金）岩瀬体育館ラスカ「サ
ブアリーナ」を会場に、子育て支援センター
の親子と桜川市社会福祉協議会岩瀬通所介
護をご利用の方が合同で運動会を開催いた
しました。当日は、アンパンマン体操で始
まり、かけっこ親子で蜂になりお花の蜜を
集める競技、すずわりを元気いっぱい楽し
み、親子で素敵な思い出を作ることができ
ました。

　心配ごと相談は、市民の皆様が日常生活を通
じて、日頃から抱えている様々な問題、心配ご
となどの相談に応じ、問題解決の糸口として実
施するものです。相談は無料で、秘密は固く守
りますので、お気軽にご利用ください。

　財産・相続・借地・金銭賃借契約・離婚問題
などの、法律に関することについて弁護士が相
談に応じます。　なお、事前の予約が必要とな
ります。

　平成２４年11月9日（金）・16日（金）・26
日（月）の3日間岩瀬福祉センターを会場に、
基本生活である(衣食住」の3つを柱にし、わ
かりやすく簡単ですぐに役立つ介護の方法を学
ぶ講座を開催します。

　衣

　食

　住

※都合により相談所に来られない方のために、岩瀬
会場・真壁会場では、電話相談を受け付けています。
※電話相談受付は開催日・時間と同じです。※相談料は無料です。桜川市在住の方で、各開催と

も先着５名までとさせていただきます。（１人20
分程度）
※問合せ・予約先　桜川市社会福祉協議会岩瀬本所
　電話　０２９６－７６－１３５７

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

大和中央
公民館

第２･第４
木曜日

真壁福祉
センター

第２･第４
火曜日

開催日 会　場 相談時間 予約受付
開始日

11月28日
（水）

岩瀬福祉
センター

午前１0時

～

12時

11月19日
（月）

午前９時より

１月30日
（水）

大和
「シトラス」

午前１0時

～

12時

１月21日
（月）

午前９時より

３月27日
（水）

真壁福祉
センター

午前１0時

～

12時

３月18日
（月）

午前９時より

無料法律相談のご案内

簡単介護塾のご案内

心配ごと相談のご案内

子育て支援センター岩瀬
ミニ運動会

岩瀬会場　電話　75－1690
真壁会場　電話　54－2361

・…着替えの介助、清拭、オムツの交
換、爪切り
・…コツを覚えると簡単、スピーディー
に出来るようになります。

・…咀嚼機能が低下した方をサポートす
る食事の紹介　
・…身近な材料やレトルト食品を上手に
使い、簡単な作り方を教えます。

・体位変換、車椅子への移乗方法　
・…褥瘡予防、また介護する方、される
方の負担軽減の為、高齢者だけでな
く、怪我をした方にも使えます。

普通救急救命講習会
　心肺蘇生やＡＥＤの使い方を桜川
市消防本部の方が指導して下さいま
す。講習修了証が授与されます。


