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　7月30日（月）、31日（火）2日間にわたり岩瀬福祉センター内で開催いたしました。
　本年度は、岩瀬地区、大和地区の小学校5、6年生28名が参加し、防災気象情報、救急時の対応、福祉用具体験、
手話体験、通所介護施設でのふれあいなどを通してよい経験ができました。

ジュニアボランティアスクール・防災探検隊



　毎年恒例の夏祭りも今年で10回
目を迎えました。1ヵ月前から手作
りのうちわ制作をし、この日が来る
のをみんな待ちわびていました。そ
んな中ピカピカ光る山車が登場する
と、センター内に大きな歓声が響き
渡りました。
　今年は熱中症になる危険性が高い
ということで、縁日広場は屋内で開
催しましたが、バルーンアートや
ゲーム、くじ引きなどたくさんの景
品をゲットし、お祭りを楽しむこと
ができたようです。

　夏真っ盛りの8月3日、子ども山
車の引き回しで始まった子育て支援
センター真壁とデイサービス合同の
夏ふぇす！！
　わっしょい！の掛け声と共に、館
内の通路角を上手に回る様は、真壁
祇園祭の山車にも勝る迫力で、子ど
も達のパワーにデイサービス利用の
方々も笑顔が沢山溢れていました。
　その後、スタンプラリーをしなが
らゲームと縁日広場をみんなで楽し
みました。スタッフも含め、参加者
全員の笑顔と汗が輝く夏の思い出と
なりました。

子育て支援センター　岩瀬　夏祭り

子育て支援センター　真壁　夏ふぇす
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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25回 輪投げ大会 第10回 輪投げ大会
期日：平成30年7月11日（水）
会場：岩瀬体育館「ラスカ」

期日：平成30年7月4日（水）
会場：大和ふれあいセンター「シトラス」

期日：平成30年7月10日（火）
会場：真壁体育館

岩　瀬　支　部 大　和　支　部

真　壁　支　部

平成30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

富谷C
・軽部祐作
・坪井一
・菱沼進
・中田てい

大泉A
・船橋亮
・仁平しず子
・上野純子
・石島よし子

久原A
・倉原敏夫
・若色ミツ
・若色ミチ子
・斎川芳男

（個人の部）

優勝 準優勝 第３位

石島よし子
（大泉）

仁平しず子
（大泉）

吉田きよ
（犬田）

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

桜井A
・保坂弘
・中川ます子
・大森要造
・町井源造

鍋屋A
・物井征二
・植竹利夫
・広瀬敬一
・広瀬永江

亀熊A
・臼井美代子
・仁保ふみ
・藤田澄江
・臼井高子

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

大国玉A
・藤田貞子
・猪野くら
・岩渕満寿子
・猪野和子

大曽根
・菱沼章
・成田恒夫
・小林徹
・菱沼寿美子

大国玉B
・長島てる
・猪野美保子
・角田よしの
・増田アサ

（個人の部）

優勝 準優勝 第３位

増田アサ
（大国玉）

藤田貞子
（大国玉）

猪野くら
（大国玉）

☆在宅福祉サービスともに支え合う！

（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

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「支えあい」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。

・介護者の外出等による、

見守りを伴う留守番

・代筆及び朗読

・話し相手

・簡単な身の周りの世話

・その他
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第8回
桜川市シニアゴルフ大会
11月1日(木)　雨天決行

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18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。

　桜川市にもファミリー・サポート・

センターを開所しています。（この事

業は桜川市から委託をうけた桜川市

社会福祉協議会が運営します。）

　ファミリーサポート・センター（通称ファミサポ）は子育ての手助けをしてほしい人（おねがい会員）と、
育児の手助けをしたい人（まかせて会員）がお互い会員になって助け合い、子どもたちの健やかな育ちを地域
で援助していく会員組織です。

おねがい会員
子育ての手助けをして
ほしい人
市内に住所がある方、また
は市内に勤務している方で
小学生以下のお子さんをも
つ保護者。

桜川市
ファミリー・サポート・センター
会 員 募 集

【問合せ・申込先】桜川市ファミリー・サポート・センター
〒309-1223　桜川市鍬田612　　受付時間：月～金曜日　午前9時00分～午後5時00分

電話：0296-76-1357 ／ Fax：0296-76-2961

　財産・相続・借地・金銭賃借契約・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

9月26日
（水）

真壁福祉
センター

午前10時
　～12時

9月18日
（火）

午前９時より

11月28日
（水）

岩瀬福祉
センター

午前10時
　～12時

11月20日
（火）

午前９時より

まかせて会員
育児の手助けをしたい人
市内に住所がある方で、心身と
もに健康で積極的に援助活動が
できる方。

※�市社協主催の「まかせて会員
養成講座を受講終了した人」

どっちも会員
おねがい会員、ま
かせて会員の両方
の条件を兼ねる
方。
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平成30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。

赤い羽根
共同募金
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寄贈者名 物　　品　　名

㈱さくらほーる エコキャップ

長方南・中泉サロン エコキャップ

上城区 エコキャップ

南飯田小学校 エコキャップ

㈱つくばイワサキ エコキャップ

大曽根区 エコキャップ

藤田　守夫 エコキャップ

匿名　4件 エコキャップ

藤田　明美 エコキャップ

桜川市地域女性会 エコキャップ

エンケイマカベ㈱ エコキャップ

重村　泉 エコキャップ

松永　洋子 エコキャップ

清霊会　古谷野　賢一 エコキャップ

㈱デジタル印刷 エコキャップ・使用済切手

鈴木　利明 エコキャップ・使用済切手

宮嵜　幸子 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

仁平鋼業㈱ 使用済切手

匿名 プルタブ・使用済切手

◎ 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30年

6月1日～ 8月15日 ※（敬称略・順不同）寄贈者
一覧

◎ 現金預託
寄贈者名 金　額

下館マンドリンクラブ 24,500 円

桜川市大和石まつり実行委員会 4,149 円

　昨年に引き続き岩瀬福祉センター玄関前で来所

される方々を温かくおむかえしてくれております。

　岩瀬小学校の皆さん、ありがとうございます。

岩瀬小学校から花のプランターが届きました
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使用済み切手
・切手のまわりの余白を５ミリ～１センチく

らい残して切り取ってください。

・切手のふちのギザギザを切ってしまわない

ように注意ください。

※�茨城県社会福祉協議会

を通じて換金し、県内

のボランティア活動に

役立てられています。 1cm

1cm


