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　今年も岩瀬総合体育館で「支援センター岩瀬」の運動会がにぎやかに開催しました。
　50組の親子が、かけっこや玉入れで体をたくさん動かしました。
　初めての運動会を経験したお友だちも泣かずに最後まで楽しむことができたようです。
　「大きなくりの木の下で、栗の実をひろおう」では、秋の味覚の大きな栗の木を作ることが出来ました。

第９回　ミニ運動会
桜川市子育て支援センター岩瀬



県老人クラブ大会表彰
　9月15日、第57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。

茨城県知事　感謝状受賞者

　高　橋　　修 さん
　（西小塙高齢者クラブ）

茨城県老人クラブ連合会 会長表彰受賞者

　鹿野谷　徳三 さん
　（山尾高齢者クラブ）

高齢者クラブ連合会各種スポーツ大会の結果

期日：10月24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10回岩瀬支部長杯グラウンドゴルフ大会

第13回 輪投げ大会
期日：8月3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
・延島ヒロ子
・大場貞夫
・小林とり子
・中林けい子

富谷 C
・軽部祐作
・岩原秀雄
・菱沼　進
・中田てい

桜井Ａ
・保坂　弘
・中川ます子
・大森要造
・町井源造

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

石島よし子
（大　泉）

保坂　弘
（桜　井）

中川ます子
（桜　井）

延島ヒロ子
（桜　井）

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

太田英夫
（犬　田）

上野　登
（栄町粋生）

平田　守
（曽　根）

第10回 グラウンドゴルフ大会
期日：8月27日
会場：桜川市真壁運動場

（個人の部） ※（　　　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

塩田郁雄
（北寿会）

滝川春子
（三友会）

弓削　登
（大鷲会）

敢闘賞

枝　幸吉
（鍋　屋）

小原良雄
（犬　田）

大関ちづ子
（西小塙）

茨城県健康福祉祭
ねんりんスポーツ大会

　10月11日、「第23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。
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ボランティア連絡会全体研修会

生きいきサロン真壁ミニ運動会

　9月21日(金)岩瀬福祉センターにて全体研修会が
開催されました。
　講師に筑波大名誉教授　野村　武雄　氏をお招きし

『高齢者の健康づくりと運動』と題して、水中運動の
すばらしさや自宅でできる運動など、実演を交えなが
らお話していただきました。会員の方々も老化予防の
秘訣を得られたようで、これからの生活で運動の大切
さを改めて感じていました。

　10月16日、真壁体育館において140名参加者
のもと開催いたしました。
　チーム対抗による輪投げ、ボール運び競技など
で楽しみました。
　また、玉入れや踊りを当日ご協力くださいまし
た皆様と一緒に行い、会場が一体となり笑顔あふ
れる楽しい運動会となりました。

※ 民生委員児童委員連絡協議会、シルバーリハビ
リ体操指導士会、食生活改善推進員協議会の皆
様ご協力ありがとうございました。

　10月3日秋晴れの空の下、子育て支援
センター真壁の子育て畑で「さつまいも
掘り隊」を行いました。
　子ども達は小さな可愛い手で、土に埋
もれたさつまいもを一生懸命掘ってくれま
した。
　土の中に隠れていた虫たちとも、おっ
かなびっくり仲良しになり、親子で実りの
秋を楽しみました。

子育て支援センター真壁

「さつまいも掘り隊」
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　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。

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

1月30日
（水）

大和中央
公民館

午前10時
　〜12時

1月22日（火）
午前９時より

　昨年 8 月の入門編からはじまり基礎編へと進んだ講座

も計 54 回を以て修了となりました。

　約 1 年間毎週の講座でしたが和気あいあいと楽しい雰

囲気のなか行うことができました。

　修了された皆様は、今後地域でのご活躍を期待してお

ります。

手話奉仕員養成研修が
� 修了いたしました

　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30年12月18日(火)
　　　　　大和地区：平成31年 1月16日(水)
時　　間　午前10時〜午後4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

無料法律相談のご案内 高齢者買い物バスツアーの開催

第68回茨城県社会福祉大会
　10 月 17 日 ( 水 )　常陸太田市民交流センター「パルティホール」において、茨城県社会福祉大会

が開催されました。

　様々な分野において、多年にわたり社会福祉の発展に尽力された方々が表彰され、桜川市から、以

下の方々が受賞されました。

◎茨城県知事表彰（敬称略）

真壁授産学園 西村和代
さつき荘 海老沢のぶ子
上の原学園成人寮 枝光憲
上の原学園成人寮 仁平知栄子
上の原学園成人寮 仁平宗雄
上の原学園成人寮 境ゆき子
上の原学園 飯村千恵
紫峰厚生園 福田明子
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　今年も12月1日より共同募金運動の一環として
『歳末たすけあい募金』が始まります。
　新たな年を迎える時期に、支援を必要とする方々
が地域で安心して暮らすことができるよう皆様のご
協力をお願い申し上げます。

〈申請場所・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。その際の基準日は平成30年10月1日とさせていただきます。

＊条件にある70歳とは、昭和24年4月1日以前にお生まれの方です。

〔申請期間〕 平成３０年１１月１日（木）～１１月３０日（金）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。

平成30年度　歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

平成30年度　歳末見舞金申請のご案内

・実施期間
　12月1日（土）〜 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

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級保持者または療育手帳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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寄贈者名 物　　品　　名

小森　一江 エコキャップ

さつき荘 エコキャップ

㈱坪井商店 エコキャップ

長方南・中泉サロン エコキャップ

小林　ひめ エコキャップ

宮嵜　幸子 エコキャップ

㈱さくらほーる エコキャップ

浅野　秀夫 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

吉川　美千子 エコキャップ

安達　まり子 エコキャップ

塚原　ちよ エコキャップ

紫峰厚生園 エコキャップ

金子　榮子 エコキャップ

匿名　5 件 エコキャップ

保坂　まさ子 エコキャップ・使用済切手

㈲藤江自動車 エコキャップ・使用済切手

坪井　正守 エコキャップ・タオル

さざんか荘 エコキャップ・プルタブ

稲川　敏子 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30年

8月16日〜 10月15日 ※（敬称略・順不同）寄贈者
一覧

寄贈者名 物　　品　　名

仁平　美江子 エコキャップ・プルタブ

大木住宅設備 エコキャップ・プルタブ

河村　央子 エコキャップ・プルタブ

若林　ツルノ エコキャップ・プルタブ

グループホーム 湖畔の家 エコキャップ・プルタブ

㈲マカベクリーン エコキャップ・プルタブ

大和田　敏子 エコキャップ・プルタブ

匿名　2 件 エコキャップ・プルタブ

匿名 エコキャップ・プルタブ
使用済切手

桜川市くらしの会 エコキャップ・プルタブ
使用済切手・タオル 36 本

谷中　正義 エコキャップ・プルタブ
手作り紙製ゴミ箱

匿名 プルタブ

県西総合病院 プルタブ・使用済切手

稲葉　秀子 使用済切手

上小幡高齢者クラブ 使用済切手

匿名　2 件 使用済切手

茨城県退職公務員連盟
笠西支部岩瀬分会 タオル 146 本

勤 務 場 所
募 集 人 員
資 格

待 遇

そ の 他
問 合 せ 先

岩瀬福祉センター・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初任者研修修了者等

④保育士・看護師または准看護師等

※資格の有無については、要相談

本会規定による（時給）

①1,200円〜　　　②1,000円〜

③1,100円〜　　　④875円〜

※常勤職員については、面談のうえ決定

詳細については、お問い合わせ下さい。

岩瀬本所　☎0296-76-1357

真壁支所　☎0296-54-2361

職員募集（常勤・非常勤職員）
①看護師
　（通所介護事業）

②介護員
　（通所介護事業）

③介護員
　（訪問介護事業）

④支援員
　（子育て支援センター）


