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夏 祭 り
　今年も子ども達の「わっしょい」の掛け声で、夏祭りが始
まりました。
　親子で「夏」を楽しみ、思い出がひとつ増えたことでしょう。



生活支援体制整備事業
さくらいふ～地域の支え合い活動～

家 族 介護 支 援事 業

　令和元年7月27日（土）、大和中央公民館に於いて「さく
らいふ～地域の支え合い活動～」が開催されました。
　当日は、池田幸也氏を講師に迎え、これまで全3回行われ
た「さくらいふ勉強会」の今後について話し合いました。こ
れから各地域に創設された話し合いの場にて、地域の問題・
課題の抽出と解決策について定期的に協議していく予定です。
　「さくらいふ」の活動に興味をお持ちの方は、是非お問合せ
ください。

【問合せ先】桜川市社会福祉協議会（岩瀬本所・真壁支所）

　7月31日（水）に在宅にて介護をさ
れている方々を対象に施設見学を開催
いたしました。筑西市の特別養護老人
ホーム「紫雲荘」では、隣接している
幼保連携型認定こども園「さくらこど
も園」との交流が頻繁に行われており、
利用者もこどもたちの訪問をたのしみ
にしていると話されておりました。
　参加者の方は、在宅にて介護をされ
ている同士、意見交換を行い、親睦を
深める事ができました。

☆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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高齢者クラブ連合会各種スポーツ大会の結果

第26回 輪投げ大会

桜川市高齢者クラブ連合会第14回 輪投げ大会
令和元年度 輪投げ大会

期日：令和元年7月17日（水）
会場：岩瀬体育館「ラスカ」

期日：令和元年8月6日（火）
会場：大和ふれあいセンター「シトラス」

期日：令和元年7月3日（水）
会場：大和ふれあいセンター「シトラス」

期日：令和元年7月9日（火）
会場：真壁体育館

大　和　支　部

真　壁　支　部

令和元年度 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
・上野純子
・内田洋子

犬田C
・藤田征三
・斉藤イネ
・安達たつ
・佐藤瑞代

大月Ｂ
・長堀　操
・永田ハツ江
・永田幸男
・泉　ふみ

（個人の部） ※（　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

秋山久寿
（桜川睦会）

上野純子
（大泉）

菱沼　進
（富谷）

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

桜井Ａ
・大場光江
・中川ます子
・斉藤智恵
・町井源造

元岩瀬Ａ
・田村　勝
・横田まさえ
・大山大三
・仲田三枝

大泉Ａ
・船橋　亮
・仁平しず子
・上野純子
・内田洋子

（個人の部） ※（　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

保坂　弘
（桜井）

坪井　一
（富谷）

永田幸男
（大月友の会）

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

鍋屋Ａ
・物井征二
・植竹利夫
・広瀬敬一
・広瀬永江

桜井Ａ
・大場光江
・中川ます子
・斉藤智恵
・町井源造

桜井Ｂ
・鈴木さい子
・延島ヒロ子
・田中　要
・大関　一

長岡Ａ
・戸嶋明子
・告　辰子
・告みさ子
・告　孝子

（団体の部）

優勝 準優勝 第３位

大国玉Ｄ
・藤田貞子
・猪野くら
・岩渕満寿子
・猪野和子

大曽根
・菱沼　章
・菱沼寿美子
・小林　徹
・尾見喜義

大鷲会Ａ
・増渕竹男
・岡村　勇
・弓削京子
・宮本幸子

（個人の部） ※（　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

菱沼　章
（大曽根睦会）

渡辺一郎
（青木いなほ会）

藤田貞子
（大国玉長寿会）

（個人の部） ※（　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

物井征二
（鍋屋）

池川二三男
（酒寄）

植竹利夫
（鍋屋）

岩瀬小から
花のプランターが
届きました

　去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。

　桜川市社会福祉協議会の趣味講座“竹細工”
に参加されている飯田達雄さんが、茨城県わ
くわく美術展「茨城県知事賞」を受賞されま
した。
　おめでとうございま
す。
　なお、作品は秋に和
歌山県で開催される“ね
んりんピック紀の国わ
かやま 2019 美術展”
にも出展されます。

岩　瀬　支　部

竹細工教室　飯田達雄さん

県知事賞受賞
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第9回桜川市シニアゴルフ大会

ジュニアボランティアスクール
防災探検隊

11月1日(金)　雨天決行
場 所
参 加 資 格
募 集 定 員
参 加 費
プレーフィ

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）

　8月5日（月）、6日（火）2日間にわたり、真壁福祉センターでジュニアボランティアスクール・
防災探検隊を開催しました。
　真壁地区の小学生5、6年生16名が参加し、防災科学技術研究所見学、救急時の対応初級コー
ス、ボランティアについては、福祉用具の体験、手話のことを学び、たくさんの方々の協力のもと、
普段経験できないことができたことは一人一人の心に響いたことと思います。

申 込 受 付
申 込 方 法

9月17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（岩瀬本所・真
壁支所）へ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。
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令和元年度 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

■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。
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◎ 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 口令和元年
6月1日～ 7月31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 26,000 円

寄贈者名 物　　品　　名

ＴＯＴＯウォシュレット
テクノ（株）茨城工場 エコキャップ

市野塚　耕三 エコキャップ

川那子　一夫 エコキャップ

木済　貞子 エコキャップ

北畠　実 エコキャップ

さざんか荘 エコキャップ

鈴木　孝光 エコキャップ

坪井　健市郎 エコキャップ

富谷高齢者クラブ エコキャップ

根本　春男 エコキャップ

若林　和義 エコキャップ

若林　陽子 エコキャップ

㈱さくらほーる エコキャップ

匿名 エコキャップ

さざんか荘 エコキャップ・使用済切手

㈱マカベ エコキャップ・使用済切手

井上　正次 エコキャップ・使用済切手

市村　キヨ エコキャップ・プルタブ

小野木　まさ子 エコキャップ・プルタブ

高橋　容子 エコキャップ・プルタブ

仁平　茂 エコキャップ・プルタブ

寄贈者名 物　　品　　名

松永　洋子 エコキャップ・プルタブ

吉田　とし子 エコキャップ・プルタブ

渡辺　三枝子 エコキャップ・プルタブ

匿名 エコキャップ・プルタブ

大森　弘子 エコキャップ・プルタブ・
使用済切手

匿名 エコキャップ・プルタブ・
使用済切手

亀井　しげ子 エコキャップ・紙製ごみ箱

西山　幸代 エコキャップ・紙製ごみ箱

桜川市水道課 使用済切手

塚田　節子 使用済切手

匿名 使用済切手

匿名 使用済テレフォンカード

田山　きよ タオル・プルタブ・使用済切手・
使用済みテレフォンカード

匿名 プルタブ

市野塚　きくい プルタブ・使用済み切手

　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　0296－70－4410

※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25日
（水）

真壁福祉
センター

午前10時
　～12時

9月17日
（火）

午前９時より

11月27日
（水）

岩瀬福祉
センター

午前10時
　～12時

11月19日
（火）

午前９時より

　外出するのに利用したい、介護保険を利用
するまでの短期間、車椅子を利用したい方の
為に貸出し用の車椅子を用意しております。
　まずはご連絡・ご相談ください。

【問合せ先】

桜川市社会福祉協議会
（岩瀬本所・真壁支所）

車椅子の貸出しをしています


