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　就労支援センター「時計台」
では、秋から冬にかけて開花す
る花の準備を行っています。今
はまだ苗を植えるためのポット
洗いや自家製の腐葉土を使って
の土づくりなどが中心。とても
地味な作業ですが、これもきれ
いな花を咲かせるための大事な
下準備です。
　今年予定しているのはパン
ジーとビオラの２種類。秋には
きれいな花を皆さんにお届けで
きるように、暑い中ですが職員
と通所生、力を合わせて頑張っ
ています！



桜川市シニアゴルフ大会

　住民同士が各地域の課題解決に向けた取組に向けて、「話合いの場（協議体）」を設置し、
支え合いの仕組みづくりを推進しています。
・岩瀬地区協議体「なでしこ」
・大和地区協議体「大和井戸端の会～ざっくばらん～」
・真壁地区協議体「たまり場～みかげ～」
・岩瀬地区協議体「花はな」
　現在、市内で４つの協議体
が情報交換をはじめ、イベン
ト企画・世代間交流・高齢者
支援・サロン立ち上げ等、様々
な活動を行っています。
地域の支え合い活動に興味が
ある方、ぜひお問い合わせく
ださい。

　毎年、秋に開催しておりますシニアゴルフ大会は、コロナウィ

ルス感染拡大防止のため延期いたします。

　次回の開催については、改めてご連絡いたします。

☆在宅福祉サービス☆在宅福祉サービスともに支え合うともに支え合う！！

（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

【問合せ先】桜川市社会福祉協議会（岩瀬本所・真壁支所）

桜川市生活支援体制整備事業「さくらいふ」「さくらいふ」
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令和２年度令和２年度  社協特別会員会費社協特別会員会費にに
ご協ご協力力ををおお願いいたします願いいたします

　例年9月にご協力いただいておりますが、今年は、コ
ロナウィルス感染症の心配もありますので、時期を遅ら
せて10月から12月末までの期間でご協力お願いいたし
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きます。
　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
　10月1日～ 12月末日

■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。

支える人がいて、支えられる人がいる。

「助け合う」という言葉は、とても温かい言葉だと思います。

そこには「人」がいて、「人」がいる。

けっして一人じゃない。一人にさせない。

「困ったときはお互いさま」の精神から始まった赤い羽根の募金活動。

世の中の、誰もがしんどい今こそ、そのチカラを発揮するときです。

意思あるお金、募金のチカラ。

あなたは一人じゃない。
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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。

善善 意意
のの 窓窓 口口令和2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

竹細工教室 4,000 円

寄贈者名 物　　品　　名
青木アイ子 エコキャップ

石井幹 エコキャップ

井上正次 エコキャップ

(株 ) さくらほーる エコキャップ

(株 ) 坪井商店 エコキャップ

(株 ) デジタル印刷 エコキャップ

小林香織 エコキャップ

小林りく エコキャップ

酒寄敦子 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

大曽根地区 エコキャップ

髙橋晟 エコキャップ

高久心菜 エコキャップ

竹細工教室 エコキャップ

匿名 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

仁平美江子 エコキャップ

広沢幸雄 エコキャップ

堀智恵子 エコキャップ

真壁石材協同組合 エコキャップ

本木１区 エコキャップ

若林陽子 エコキャップ

㈲重村自動車 エコキャップ

増渕葉子 エコキャップ・使用済切手

相田弘 エコキャップ・プルタブ

寄贈者名 物　　品　　名
伊東陽子 エコキャップ・プルタブ

岩瀬第一整骨院診療受付患
者一同 エコキャップ・プルタブ

上城区 エコキャップ・プルタブ

大塚辰五郎 エコキャップ・プルタブ

大森弘子 エコキャップ・プルタブ

桜川市地域女性会 エコキャップ・プルタブ

袖山寛 エコキャップ・プルタブ

匿名 エコキャップ・プルタブ

㈲岩利石材 エコキャップ・プルタブ

㈲中野モータース エコキャップ・プルタブ

上野精肉店 エコキャップ・プルタブ・
使用済切手

田中優希 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

谷中正義 エコキャップ・プルタブ・
手作りごみ箱

大関建設 (株 ) 使用済切手

匿名 使用済切手

広瀬重子 使用済切手

匿名 プルタブ・使用済切手

　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無料法律相談のご案内

電話電話　　02960296－7－700－－44104410

※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23日（水）真壁福祉センター 午前10時～12時
9月15日（火）
午前９時より

11月25日（水）岩瀬福祉センター 午前10時～12時
11月17日（火）
午前９時より

花のプランターが花のプランターが
届きました届きました

　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。

皆様からお寄せいただいた金銭及びプルタブ等は、福祉事業に活用させていただきます。
その他の物品は、必要とされる事業や市内の福祉施設などに配分いたします。
※コロナウィルス関連の寄付（消毒液・手作りマスク等）は、市の広報に掲載させていただく予定です。


