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桜川市

　10月14日に行われた、認定こども園の
運動会です。上段は岩瀬東部認定こども園
年長児の玉入れ、下段は岩瀬認定こども園
年長児のよさこいソーランの演技です。



　9月25日、第58回茨城県老人クラブ大
会がザ・ヒロサワ・シティ会館（※県民文
化センター）で開催され、桜川市では1名
の方が表彰されました。
　この大会は、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

　藤田　貞子 さん
　（大国玉高齢者クラブ）

高齢者クラブ連合会各種スポーツ大会の結果
桜川市高齢者クラブ連合会

第11回 グラウンドゴルフ大会
期日：8月28日（水）
会場：桜川市総合運動公園 多目的グラウンド

期日：10月24日（木）
会場：真壁運動場

真　壁　支　部

第11回 グラウンドゴルフ部大会

（個人の部） ※（　）内はクラブ名

優勝 準優勝 第３位

平田　朝子
（猿　田）

鈴木　均
（長　岡）

古谷野　正子
（白　井）

敢闘賞

成田　健一
（大曽根）

市村　章
（鍋　屋）

大塚　武夫
（鍋　屋）

（男性の部）

優勝 準優勝 第３位

近納　武司
（鍋　屋）

三宅　昶
（東山田）

谷島　弘章
（羽　鳥）

（女性の部）

優勝 準優勝 第３位

塚原　ヨシ
（塙　世）

松野　フサ子
（桜　井）

萩原　計江
（東山田）

県老人クラブ大会表彰 茨城県健康福祉祭
ねんりんスポーツ大会
　10月23日、「第24回茨城県健康福祉祭
いばらきねんりんスポーツ大会」が那珂総
合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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生活支援体制整備事業
さくらいふ～地域の支え合い活動～

　これまで「さくらいふ勉強会」に参加された方が中心となり、
旧町村（岩瀬・大和・真壁）単位に「話し合いの場」が開設
されました。各話し合いの場で、活発な意見交換が行われて
います。
◎地域の支え合い活動とは（どんなことをするの？）
　これから桜川市も高齢化が進みます。75歳以上の人口は
2035年まで増え続ける見込みです。自分の事、家族の事、地域のこと、もしもの事など、身
近な人が困ったときにどうすればいいのか！今のうちからできることは、必要なことは！この
問題は行政だけで解決の糸口を見出すことはできません。そのためには、高齢者だけではなく、
各地域のそこに住むみんなが気づき、地域のこれからを考える事が必要です。
　「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）

「地域を耕すボランティア」
� 講師：長谷川　幸介氏

　9月20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。
　だんだん、人とつながって生きていくことが希薄に
なってきているので、しあわせに生きられるよう友だ
ちを作り仲間を増やし、「しあわせの縁」の形を作りま
しょう。
　そして次の世代に渡していけるよう皆さんが、お手
伝いをしていきしましょうと、笑いを交えながら講話
をいただきました。

　岩瀬総合体育館で今年も運動会が開催されました。
　“バスに乗ってお買物”の競技はお金を持って、「大
きなドーナッツにしようか？バナナがいいかなぁ」と
ママと相談しながら、スタートをドキドキわくわく待っ
ている姿がとても微笑ましく見えました。
　今年は赤ちゃんの参加も多く、抱っこでママが楽し
む姿も見られ、体育館は笑い声であふれ、楽しい運動
会でした。

桜川市ボランティア連絡会

第10回　ミニミニ運動会
桜川市子育て支援センター岩瀬
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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　0296－70－4410

※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

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

1月29日
（水）

大和中央
公民館

午前10時
　〜12時

1月21日（火）
午前９時より

　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：令和元年12月13日(金)
　　　　　大和地区：令和 2 年 1月17日(金)
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

　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

日常生活自立支援事業がサポートします♥

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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　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
の受付はいたしません。

＊ 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。その際の基準日は令和元年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25年4月1日以前にお生まれの方です。

〔申請期間〕�令和元年１１月１日（金）～１１月２９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。

令和元年度　歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

令和元年度　歳末見舞金申請のご案内

・実施期間
　12月1日（日）〜 12月27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）要保護世帯 
　　及び準要保護世帯

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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◎ 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

8月1日〜 9月30日 ※（敬称略・順不同）寄贈者
一覧

◎ 現金預託
寄贈者名 金　額

岩瀬会 10,000 円

匿名 5,000 円

寄贈者名 物　　品　　名

浅野自動車商会 エコキャップ

安達　美津恵 エコキャップ

伊東　啓子 エコキャップ

上小幡高齢者クラブ エコキャップ

上城区 エコキャップ

大場　美千代 エコキャップ

桜川市地域女性会 エコキャップ

さざんか荘 エコキャップ

さつき荘 エコキャップ

富谷高齢者クラブ エコキャップ

西友部区 エコキャップ

ひだまりの家やまと エコキャップ

堀　智恵子 エコキャップ

皆川　瑛子 エコキャップ

元岩瀬区 エコキャップ

本木二区 エコキャップ

谷口　典枝 エコキャップ

山鳩会 エコキャップ

吉川　美千子 エコキャップ

匿名 エコキャップ

仲根　静 エコキャップ・使用済切手

匿名 エコキャップ・使用済切手

㈱坪井商店 エコキャップ・プルタブ

安達　正治 エコキャップ・プルタブ

海老原石材工業㈱ エコキャップ・プルタブ

笠倉　道子 エコキャップ・プルタブ

竹細工教室 エコキャップ・プルタブ

仁平　美江子 エコキャップ・プルタブ

寄贈者名 物　　品　　名

塙　光子 エコキャップ・プルタブ

保坂　まさ子 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

㈱さくらほーる エコキャップ・プルタブ

匿名 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
使用済切手

㈱羽黒字彫興業 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

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

広瀬　敬一 座布団

片桐自動車修理工場㈲ 使用済切手

中原　美恵子 使用済切手

マカベシルバートピア 使用済切手

磯　多美子 タオル・エコキャップ

茨城県退職公務員連盟
笠西支部岩瀬分会 タオル・手ぬぐい他

亀井　しげ子・西山　幸代 手作りゴミ箱

石井　春枝 プルタブ

中井　すみ江 プルタブ

匿名 プルタブ

南飯田小学校 プルタブ・使用済切手

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

若干名

初任者研修修了者等　※資格の有無については、要相談

本会規定による（時給）1,100円〜

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（非常勤職員）

介護員
（訪問介護事業）


