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桜川市

子育て支援センター『夏祭り』

【岩瀬】

【真壁】

　今年も大勢のお友だちが「わっしょい」の
大きな声とともに山車を引き、9回目の祭り
が始まりました。参加者はよさこいソーラン
の曲で鳴子を手に飛び跳ね、元気100倍で祭
りを盛り上げました。中庭の縁日広場では夏
の太陽に負けず、笑顔でくじ引きやゲームを
堪能しました。

　8月4日（金）、たくさんのお友だちと夏祭
りを楽しみました。きれいに飾られたお神輿
と写真を撮ったり親子でゲームをしたり、夏の
暑さを吹き飛ばす元気な笑顔がいっぱいでし
た。



　6月29日岩瀬体育館ラスカにおいて『生きいきサロンレクリエーション大会』
が開かれ、総勢210人が参加しました。
　当日は大塚市長をはじめ、民生委員、シルバーリハビリ体操指導士会、ボラン
ティアの皆様のご協力で笑顔あふれる楽しいレクリエーション大会となりました。

選手宣誓：大和サロン

アトラクション：ゲストダンス
すばらしいダンスに感動

バサバサ玉入れゲーム

大玉送り

東京五輪音頭

シルバーリハビリ体操起立の体操①

時計台の皆さんも一緒に踊りました。

生きいきサロンレクリーション大会　
～岩瀬・大和～

　就労支援センター「時計台」利用者の皆さんが、

きゅうりの収穫体験をしました。上谷貝地区農家の

方のご厚意で、ハウスに入らせていただきました。

　たくさんの汗を流しながらコンテナいっぱいの

きゅうりを収穫して、美味しくいただきました。

きゅうり、
いっぱい収穫
しましたよ！～きゅうり・キュウリ・胡瓜～

就労支援センター「時計台」

　岩瀬小学校から花のプランターが届きました。

　丁寧に育てたマリーゴールドが岩瀬福祉セン

ターの玄関を彩ってくれています。

　岩瀬小学校の皆さん、ありがとうござい

ました。

岩瀬小学校から“花”が届きました
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高齢者クラブ連合会各種スポーツ大会の結果

第24回 輪投げ大会 第9回 輪投げ大会
期日：7月6日
会場：岩瀬体育館「ラスカ」

期日：6月30日
会場：大和ふれあいセンター「シトラス」

期日：6月27日
会場：真壁体育館

岩　瀬　支　部 大　和　支　部

真　壁　支　部

平成29年度真壁支部長杯輪投げ大会

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

大泉Ａ
・船橋亮
・仁平しず子
・上野千代子
・石島よし子

元岩瀬Ａ
・南川隆
・横田まさえ
・仲田三枝
・徳永タキ子

三友会Ｂ
・中村静江
・嶋田悦子
・宮永信子
・光榮弘

（個人の部）

優勝 準優勝 第３位

島田光雄
（三友会）

小林とし子
（加茂部）

石島よし子
（大泉）

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

鍋屋Ａ
・植竹利夫
・物井征二
・広瀬敬一
・大本志げ

桜井Ａ
・田中要
・中川ます子
・細谷しげ子
・町井源造

亀熊Ｅ
・中里常男
・木口洋子
・藤田庚辰
・増渕修

身体障害者のための結婚相談・各種相談(無料)のご案内

　一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会では、茨城県からの委託・補助を受け、身体に障害のある方々

がよき配偶者に恵まれ幸せな結婚ができるように、「結婚相談」を行っています。

　「結婚相談」は、結婚を希望する身体障害者の方に、面談の上会員登録をしていただきます。会員登録

者には交流会（集いの場）の開催をご案内します。

　「各種相談」は、身体障害者の就労をはじめ生活全般に係る相談について、各種支援制度や機関をご案

内しています。

【相 談 日】　月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始は除く）

　　　　　　午前10時～午後3時まで　※結婚相談は要予約

【問合せ先】　一般社団法人 茨城県身体障害者福祉協議会

　　　　　　水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館２階

　　　　　　TEL　029-243-7010　　FAX　029-243-7018

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

大曽根Ａ
・菱沼章
・菱沼寿美子
・成田恒夫
・小林徹

大国玉Ｅ
・宮田かつ江
・宮田貞子
・安達キヌエ
・安達定子

青木Ａ
・舘野義久
・栗崎日玄
・渡辺一郎
・舘野登久子

（個人の部）

優勝 準優勝 第３位

菱沼章
（大曽根）

宮田貞子
（大国玉）

勝田泰江
（羽田）
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　財産・相続・借地・金銭貸借契約・離婚問題など、
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、事前の予約が必要になります。

第7回
桜川市シニアゴルフ大会
11月1日(水)　雨天決行

無料法律相談のご案内

電話　0296－76－1357

※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。(一人20分程度)

問合せ・予約先　桜川市社会福祉協議会

開催日 会　場 相談時間 予約受付開始日

9月27日
（水）

真壁福祉
センター

午前10時
　〜12時

9月19日（火）
午前９時より

11月29日
（水）

岩瀬福祉
センター

午前10時
　〜12時

11月20日（月）
午前９時より

場　　　所
参　加　資　格

参　加　費
プレーフィ
申　込　受　付

筑波学園ゴルフクラブ
市内在住で60歳以上の男女
先着160名
1,000円
5,500円（プレー代・昼食代）
9月19日（火）から
参加申込書に参加費を添えて桜川
市社会福祉協議会まで直接お申込
みください。
プレーフィは当日お支払いになり
ます。

　高齢や障がいにより判断能力に不安があり、福祉サービスの利用手続きを
行うには不安のある方、お金の管理がひとりでは難しい方が利用できます。

社会福祉協議会の専門員や生活支援員が訪問

し、お手伝いします。

【利用料】

福祉サービスの利用手続きや金銭管理のサービス

　 ........................... １時間当たり1,100円

大切な書類のお預かりサービス

　 ........................... １カ月あたり500円

☆在宅福祉サービス

日常生活自立支援事業が
サポートします

ともに支えあう！

（住民参加型の有料・会員方式の相互援助サービスです）

※詳細につきましてはこちらまで
・桜川市社会福祉協議会　☎0296-76-1357

・介護者の外出等による、
見守りを伴う留守番

・代筆および朗読
・話し相手
・簡単な身の回りの世話
・その他

　 サービス内容
・食事の支度や後片付け
・衣類の洗濯や干し物の取
り込み

・住居等の掃除、整理整頓
・生活必需品の買い物
・運転を伴わない通院およ
び外出介助

♥

　在宅福祉サービスセンターでは、
地域住民の在宅福祉の推進を図り、
誰もが安心して心豊かに暮らせる環
境づくりの実現を目的としています。
　お互いの「支え合い」の活動とし
て取り組んでおりますので、どうぞ
お気軽にご利用ください。

①福祉サービスを利用するためのお手伝い
・福祉サービスの内容や利用手続きについて分かりやすく説明します。
・福祉サービスの利用開始や終了するための手続きをお手伝いします。
　※できないこと……特別養護老人ホームへの入所契約、身元保証

②ふだん使うお金の出し入れや支払いについてのお手伝い　
・福祉サービスの利用料や公共料金の支払代行
・年金の受け取りに必要な手続き
・預貯金の払い戻しや預け入れの手続き
　※できないこと……定期預金の契約、解約

③大切な書類のお預かり
・預貯金の通帳、年金証書、権利証など
　※お預かりできないもの……宝石や株券など

◎�詳しくは桜川市社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。☎0296-76-1357
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平成29年度 社協特別会員会費の
ご協力をお願いいたします

　7月に実施いたしました一般会員会費につきましては、
皆様に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〜9月30日の期間、特別会員会費のご
協力をお願い申し上げます。
　皆様からお預かりしました会費は、本会実施の地域福
祉事業等に幅広く活用させていただくものです。
　なお、今年度も各区長様にご協力をお願い申し上げま
す。

※�ご協力いただいた方のお名前等は、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、

お手数でも本会までご連絡下さい。

■協力期間
　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

■お問合せ先
　桜川市社会福祉協議会
　（岩瀬本所・真壁支所）

　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、桜川市共同募金委員会

を中心として、募金活動を展開いたしますので、

皆さまのご協力をお願い申し上げます。

　なお、戸別募金は一世帯５００円を目標額とさ

せていただき、集められた募金は、桜川市のさま

ざまな福祉事業に活用されます。

※１０月１日より、各区長様のご協力をお願い申し上げます。

赤い羽根
共同募金
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寄贈者名 物　　品　　名
川那子　一夫 エコキャップ

上城地区 エコキャップ

宮嵜　幸子 エコキャップ

市野塚　耕三 エコキャップ

本木 1区 エコキャップ

堀　智恵子 エコキャップ

吉川　美千子 エコキャップ

小林　静子 エコキャップ

竹細工教室 エコキャップ

坪井商店（株） エコキャップ

小松電設工業㈱ エコキャップ

松永　洋子 エコキャップ

阿部田　玉江 エコキャップ

百目鬼　恵美子 エコキャップ

さつき荘 エコキャップ

桜川市役所保健福祉部 エコキャップ

真壁小学校 エコキャップ

匿名　4件 エコキャップ

仁平　美江子 エコキャップ・プルタブ

山形　由美子 エコキャップ・プルタブ

宮嵜　幸子 エコキャップ・プルタブ

◎ 物品等預託

社会福祉協議会は、たくさんの皆様のご支援、ご協力を得て福祉の向上に取り組んでいます。

善 意
の 窓 口平成29年

6月16日〜 8月15日 ※（敬称略・順不同）

※現在、牛乳パックの受け入れは一時中止しております。

寄贈者
一覧

◎ 現金預託

　6月29日、桜川市総合運動公園ラスカにて、生

きいきサロンレクリエーション大会に参加しまし

た。

　体操や大玉送りの種目に加わり、お昼のアトラ

クションでは、太極拳を披露しました。

　平成31年いきいき茨城ゆめ国体の【花いっぱい

運動】の花苗を栽培することになりました。今年度

から試行栽培ということで、県内の農業系高等学

校から届いた苗を秋の飾花に向けて育てます。

寄贈者名 物　　品　　名
匿名　1件 エコキャップ・プルタブ

羽黒字彫興業　利根川
エコキャップ・プルタブ
使用済切手・アルミ蓋

相田　碩志
エコキャップ・プルタブ
使用済切手

安達　まり子 エコキャップ・使用済切手

（株）デジタル印刷 エコキャップ・使用済切手

匿名 エコキャップ・使用済切手

匿名 プルタブ・使用済切手

匿名 プルタブ

桜川市役所生涯学習課 使用済切手

匿名　2件 使用済切手

鈴木　茂男 タオル

光栄　絹江 手編みポーチほか 17個

寄贈者名 金　額

下館マンドリンクラブ 27,345 円

桜川市地域女性会 20,232 円

桜川市民生委員児童委員協議会役員一同 1,592 円

就労支援センター「時計台」
�花通信� ★太極拳　披露★

サルビアの苗
� です！


