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桜川市

　桜川市真壁運動場敷地内に、赤い羽根自動販売機が
設置されました。
　この自動販売機は、飲み物を購入するとその売り上
げの一部が、赤い羽根共同募金に寄附される仕組みに
なっています。
　自動販売機を設置する人、清涼飲料水メーカー、飲み
物を買う人、だれもが協力できる新しい寄附のかたち
です。
　自動販売機横面にペイントされた、大きな赤い羽根
マークが目印です。ぜひご利用ください。

新しい寄附のかたち
～赤い羽根自動販売機～

○問い合わせ	 桜川市共同募金委員会
	 	 ☎0296-76-1357（桜川市社会福祉協議会岩瀬本所内）
	 	 ☎0296-54-2361（桜川市社会福祉協議会真壁支所内）



県老人クラブ大会表彰
　9月14日、第56回茨城県老人クラブ大
会が茨城県民文化センターで開催され、桜
川市では2名の方が表彰されました。
　この大会では、これまで永年にわたり高
齢者福祉の発展に寄与された方々を表彰す
るとともに、福祉の在り方を考える場とし
て開催されています。

茨城県老人クラブ連合会 会長表彰受賞者

　増田　廣	さん
　（仲町高齢者クラブ）

　榎本　保	さん
　（鍋屋高齢者クラブ）

高齢者クラブ連合会各種スポーツ大会の結果

期日：10月4日
会場：桜川市総合運動公園　多目的グラウンド

岩　瀬　支　部

第9回岩瀬支部長杯グラウンドゴルフ大会

第12回 輪投げ大会
期日：8月2日
会場：大和ふれあいセンター「シトラス」

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

桜井Ａ
・田中　要
・中川ます子
・細谷しげ子
・町井源造

元岩瀬Ａ
・横田森男
・横田まさえ
・仲田三枝
・徳永タキ子

三友会Ａ
・仁平　廣
・島田光雄
・塙　米子
・大関民子

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

島田光雄
（三友会）

物井征二
（鍋　屋）

広瀬敬一
（鍋　屋）

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

平田　守
（曽　根）

五十嵐昭一
（雨　巻）

嶋崎国夫
（元岩瀬）

第9回 グラウンドゴルフ大会
期日：8月29日
会場：桜川市総合運動公園　多目的グラウンド

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

徳永タキ子
（元岩瀬）

小原良雄
（犬　田）

大関訓男
（鍋　屋）

敢闘賞

安達たつ
（犬　田）

大塚武夫
（鍋　屋）

平田朝子
（猿　田）

茨城県健康福祉祭
ねんりんスポーツ大会

　10月11日、「第22回茨城県健康福祉祭
いばらきねんりんスポーツ大会」が笠松運
動公園で開催されました。
　桜川市大会の予選を勝ち抜いた輪投げ1
チーム（4名）、ペタンク１チーム（3名）、
グラウンドゴルフ6名が代表として参加し、
熱戦を繰り広げました。

榎本　保 さん ▼
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桜川市ボランティア連絡会全体研修会開催

子育て支援センター岩瀬

「マタニティーヨガ・あかちゃんのタッチケア」
（大切なお子さんに大きな、おおきな愛を）

　9月27日(水)岩瀬福祉センターで全体研修会が開
催されました。
　講師の國府田保氏が『これからの時代にどういきて
いくか』を題として、健康寿命を延ばしていけるよう
身体のために良い食事の取り方と栄養の大切さをユー
モアを交えながら話をしていただきました。会員の
方々も生活習慣病にならないよう、これからの人生を
健康に生活するためにバランスの良い食事をとるよう
心がけたいと改めて思っているようでした。

　10月18日(水)真壁体育館に於いて、
真壁地区内合同で開催いたしました。
　講師に桜川市在宅医療・介護連携推
進協議会実行委員長の木村洋輔氏（大
和クリニック院長）をお招きし、「桜川
市で、いきいきと最期まで過ごすため
にできること」についてご講演をいた
だききました。
　なお、当日は、桜川市シルバーリハ
ビリ体操指導士会、桜川市食生活改善
推進員協議会の皆様のご協力をいただ
きながら、みんなと一緒に価値ある1
日を過ごすことができました。

　子育て支援センターでは健康推進課と
連携を取り、快適な産前産後を過ごしてい
ただけるようマタニティーヨガ・赤ちゃん
のタッチケア―・赤ちゃんの広場・助産
師や子育てアドバイザーに相談ができ、安
心して子育てできるようサポートいたしま
す。
　「ひとりで育児をしていてイライラして
しまい、どうしていいのか困った時、支援
センターに来て先生やほかのママ達とお
しゃべりをし、心のもやもやがすっきりし
ました。」という声も届いています。

生きいきサロン事業
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　第2回目のセミナーが9月28日(木)岩瀬福祉センター
で開催されました。
　今回は「お掃除のいろはで介護のストレス解消」を題に、
お掃除アドバイザーの方々に来ていただき、お掃除のコ
ツを教えていただきました。短い時間で油汚れがどのよ
うな洗剤で落ちるかなど、興味を引くものばかりでした。
日頃のお掃除の悩みも直接相談でき1時間30分の講習
はアッという間に終了となりました。次回は第3回11月
22日「介護とお金」　第4回1月25日「福祉用具を見て、
触って使い方まで知ってみよう」となっております。
　介護はまだまだ先と思わないで、らくらくセミナーに
参加してみてください。

　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。

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岩瀬本所

開催日 会　場 相談時間 予約受付開始日

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

1月31日
（水）

大和中央
公民館

午前10時
　〜12時

1月22日（月）
午前９時より

勤務場所

募集人員

資 格

待 遇

そ の 他

問合せ先

真壁福祉センター

それぞれ若干名

①看護師または准看護師

②初任者研修修了者等

③保育士・看護師または准看護師等

本会規定による（時給）

①1,200円〜　②1,100円〜　③	875円〜

詳細は、面談のうえ決定します。

真壁支所　☎0296-54-2361

パート職員
� 募集！
①看護師（通所介護事業）

②介護員（訪問介護事業）

③保育士（子育て支援センター）

家族介護事業
「らくらく介護セミナー」

　日頃、買い物に出かけるのに苦労されている
ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の方を対象に、
ショッピングセンターへの買い物バスツアーを開
催します。

開 催 日　岩瀬地区：平成29年12月20日(水)
　　　　　大和地区：平成30年 1月24日(水)
時　　間　午前10時〜午後3時（予定）
参 加 費　無　料
募集人数　各	20名
※事前に申込が必要になります。
※	参加者の自宅の近くまで送迎します。なお申込状況
により時間は変更になります。

問合せ・申込先　桜川市社会福祉協議会岩瀬本所
	 電話　0296-76-1357

高齢者買い物バスツアーの開催

（4）



　今年も共同募金運動の一環として、新たな年を迎
える時期に、誰もが地域において孤立することなく、
自分らしく安心して暮らすことができるよう「つな
がりささえあうみんなの地域づくり」をスローガン
に、地域歳末たすけあい運動が実施されます。皆様
のご協力をお願い申し上げます。

※申請場所および問い合わせ先　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

※	　ご協力いただきました方は、後日『社協だより』にお
名前を掲載させていただく予定ですが、「匿名」を希望さ
れる方は、本会までご連絡ください。

＊	申請書は桜川市社協岩瀬本所及び真壁支所窓口にございます。添付書類・印鑑持参のうえ申請してください。電話で
の受付はできません。
＊	所得課税証明書の添付は必要ありません。		ただし、市役所税務課で条件に合うかどうかの確認をさせていただきます
のでご了承ください。また基準日は平成29年10月1日とさせていただきます。

〔申請期間〕 平成２９年１１月１日（水）～１１月３０日（木）厳守
　　　　　　　　　※土・日・祝日を除きます。

〔受付時間〕 午前８時３０分～午後５時１５分まで
＊申請できる方（下記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下記のいずれかに該当すること。
　③条件にある70歳とは、昭和23年4月1日以前にお生まれの方です。

平成29年度　歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

平成29年度　歳末見舞金申請のご案内

・実施期間
　12月1日（金）〜 12月28日（木）
・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
　桜川市共同募金委員会
　（桜川市社会福祉協議会岩瀬本所および真壁支所内）

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
いる世帯

━━━━━━━━━━ ・自己申請

（２）ひとり親家庭
ひとり親が１８歳未満の子を養育している
世帯

・ひとり親であることの証明書
（児童扶養手当証書のコピー）	

・自己申請

（３）重度心身障害児（者）	
　　重度身体障害児（者）

障害者手帳１・２級保持者又は療育手帳Ａ・			
◯Ａ	保持者のいる世帯

・障害者手帳、又は療育手帳のコピー	
・自己申請	
・民生委員代理申請

（４）ひとり暮らし高齢者 ７０歳以上で単身生活をしている方 ━━━━━━━━━━
・自己申請	
・民生委員代理申請

（５）高齢者世帯
７０歳以上の高齢者だけで生活している
世帯

━━━━━━━━━━
・自己申請	
・民生委員代理申請

（６）ねたきり高齢者
７０歳以上で、在宅において要介護認定４、
又は５の方がいる世帯

・介護保険証のコピー	
・自己申請	
・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
ずると認められる世帯

━━━━━━━━━━
・自己申請	
・民生委員代理申請

　歳末たすけあい募金として、皆様からいただいた募金は、『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けい
たします。
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氏　　　名 物品名

栗島　絹江 エコキャップ

下条　美代子 エコキャップ

浅野　秀夫 エコキャップ

杉山　直子 エコキャップ

長方南区中泉集落センター
生きいきサロン

エコキャップ

上城区 エコキャップ

本木1区 エコキャップ

鍋屋区 エコキャップ

檜山　操 エコキャップ

桜川市保健福祉部 エコキャップ

堀　智恵子 エコキャップ

鈴木　優子 エコキャップ

高久　心菜 エコキャップ

さつき荘 エコキャップ

匿名　7件 エコキャップ

宮嵜　幸子 エコキャップ・プルタブ

仲田　幸子 エコキャップ・プルタブ

稲川　敏子 エコキャップ・プルタブ

まごころ亭かまや 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

8月16日〜 10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
寄贈者名 金　額

㈱坪井商店 8,841円

　就労支援センター「時計台」では、11月
3日 ( 金 ) 〜 5日 ( 日 ) に行われる第 12回
桜川市市民文化祭に作品を出展しました。
　今年は、みんなで 1つの大きな作品に仕
上がりました。

氏　　　名 物品名

相田　弘 エコキャップ・プルタブ

匿名　5件 エコキャップ・プルタブ

匿名 エコキャップ・使用済切手

秋田　芳子 エコキャップ・バスタオル

㈱坪井商店
エコキャップ・プルタブ・
使用済切手

市野塚　きくい プルタブ・使用済切手

海老澤　智津子 使用済切手

足立建設（株） 使用済切手

桜川市役所議会事務局 使用済切手

柳田工業株式会社 使用済切手

弓削　一夫 使用済切手

匿名 使用済切手

退職公務員連盟笠西支部
岩瀬分会

タオル139本

鈴木　昌子 オムツ・尿取りパット

就労支援センター「時計台」
☆時計台だより☆

テーマ
� 「遊園地」

私たちが、作りました！！


