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社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
氏家
●さくら市櫻野1329番地（さくら市氏家福祉センター内）
　煙TEL 028‐682‐2217　煙FAX 028‐682‐9888　煙E-mail : shibu@sakura-shakyo.or.jp
喜連川
●さくら市喜連川904番地（さくら市喜連川社会福祉センター内）
　煙TEL 028‐686‐2670　煙FAX 028‐686‐2423　煙E-mail : honbu@sakura-shakyo.or.jp

　台風19号による大規模な河川氾濫で被害を受けた栃木市・佐野市へのボランティア活動を行いました。
　栃木市での活動はさくら清修高等学校から被災された方へボランティアとして支援したいというお話をい
ただき、生徒・教諭・本会役職員含め49名で浸水被害により、使用できなくなった畳や家財の運び出し、川
から流れ出た泥の撤去作業を行いました。佐野市での活動は本会に登録いただいている災害ボランティア・
本会役職員9名で同じく浸水被害により使用できなくなった畳の運び出しや庭にたまった泥の撤去作業を行
いました。本会では引き続き被災地支援活動を続けていく予定です。
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新年のごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。
　令和2年の新春を迎えさくら市民の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し
上げます。
　昨年は新天皇が即位され、平成から令和に変わり、大嘗祭が行われ多くの国民から祝
福を受けた年でした。
　一方、台風19号の発生により各地で甚大な被害が発生した年でもありました。
　社会福祉協議会ではボランティア活動として、さくら清修高等学校の生徒と栃木市へ、一般ボランティア
と佐野市へと、ひとり暮らし宅で浸水し使えなくなった畳や家財の搬出、庭にたまった泥を土のう袋に入れ
る作業を行いました。生徒たちは、水を含んで重くなった畳を運ぶのに苦労しながらも高齢者から感謝の言
葉に笑顔で応え汗を流したボランティア活動でした。
　さらに、社会福祉協議会では超高齢社会の到来により居場所づくりとして地域ふれあいサロンに取り組み、
涙活や昔なつかしのレコードサロンが開かれ涙あり笑いありの一年でした。
　昨年4月1日から新しい事業にも取り組み、生活困窮者の相談窓口を氏家支部で行っております。
　今後、私達に課せられた福祉の役割は幅が広く、ますます市民の皆様の支えを得ながら住みなれた地域で
安心して暮らしていける福祉事業に取り組んで参りますので今年もよろしくお願い申し上げます。

田　中　耕　一さくら市社会福祉協議会会長
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　令和元年度さくら市社会福祉協議会会員募集につきましては、行政区長をはじめ地域役員の方々のご尽力の
もと、多くの市内の皆さまや事業所様のご理解とご賛同をいただき、大きな成果を得ることができました。誠
にありがとうございました。
　皆さまからお寄せいただいた会費は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す本会の地域福祉
の各事業を支える貴重な財源として役立たせていただいております。
　なお、令和元年度の会員募集結果については次のとおりです。

〔地区別会員募集結果〕 令和元年11月20日現在（単位：円）
会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

251,400419419上阿久津
176,970347347川 岸
57,0009595下 新 田
31,2005252采 女
64,200107107古 町
60,000100100伝 馬 町
43,8007373本 町
30,0005050仲 町
31,2005252石 町
42,0007070上 町
90,000150150横 町
90,000150150新 町
30,0005050栄 町
100,000167167卯 の 里
67,800113113草川第1
23,200232912草川第2
84,000140140大 中
42,0007070向 河 原
63,600106106富 野 岡

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

30,0005050氏家新田
95,2001581157櫻 野 一
20,4003434櫻 野 二
114,000190190櫻 野 中
49,60080476櫻 野 東
52,2008787櫻 野 五
30,0005050櫻 野 六
150,000250250大 野 東
309,000515515大 野 西
100,200167167馬 場 一
81,600136136馬 場 三
57,6009696馬 場 四
210,000350350馬 場 五
180,000300300馬 場 六
56,80094193氏 家 北
141,000235235北 草 川
104,400174174押 上 一
35,4005959押 上 上
60,000100100長 久 保

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

127,800213213蒲 須 坂
28,8004848松 島
53,4008989箱 森
34,8005858上 松 山
56,4009494狭 間 田
32,4005454狭間田中央
30,0005050元 組
16,8002828八 方 口
18,0003030根 本
28,60047146谷 中
36,0006060上 組
45,0007575松 山
13,2002222本 田
60,000100100上 野
89,400149149柿 木 澤
15,6002626鍛冶ヶ澤
250,000417417勝 山 町
48,0008080川 原 町

000豊 原

金　　　額会　員　数内　　　訳総　　　額
5,532,970円9,275世帯普 通 会 員

6,504,970円 181,000円155名賛 助 会 員
791,000円193社特 別 会 員
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会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

105,000175175葛 城
184,8003063303喜連川南
118,2001955190喜連川中央
96,600161161喜連川北
40,2006767松田・西河原
90,000150150鷲 宿
24,0004040小 入

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

40,00066165早 乙 女
30,0005050上 河 戸
47,4007979下河戸北
50,00081180下河戸南
28,8004848南 和 田
59,4009999金 枝
86,400144144鹿 子 畑

会費額
（円）

世帯
（計）

特別
1,000円以上

特別
1,000円

普通
600円行 政 区

76,200127127穂 積
120,000200200フィオーレ
72,000120120梨 木
57,0009595桜 ケ 丘

5,565,9709,3023249,275計

5,000円  淳3名
田中　耕一
仲根　信行
匿名　1名
3,000円  淳3名
土谷　昭雄
大越　順子
匿名　1名
2,000円  淳5名
深尾　淳
酒井　正雄
江部　尚史

匿名　2名
1,000円  144名
大谷　一彦
小森谷テル子
岡本キヌエ
池田　洋子
池田　和正
遊座　広美
高瀬　秀之
高羽　征夫
高羽　絹江
金子　　弘

佐野　庄作
鈴木喜枝子
田﨑　建文
藤田キミエ
舩生　　治
黒崎　信雄
鈴木　伸行
青山　　晃
五味田キミ
吉澤登久子
薄井　　一
田中　文子

楠　　利明
櫻井　晃一
添田　　一
赤羽　隆一
下村　陽子
横山　弘子
福田　一智
中津原なおみ
髙齋　定男
阿波　悦子
野口　誠二
齋藤　　榮

笠井　勇一
田村　好子
関根　文子
黒澤　道子
岡田　友子
堀江　孝子
吉澤　裕子
石原三重子
砂岡ゆう子
大橋　克世
小堀佐智子
浅間　　昇

坂本　　久
小林　行雄
渡辺　久子
菱沼　　孝
伊藤　孝一
小林　禎子
田崎　幸子
大山　　操
小川　和子
村上　光一
七久保易子
坂和　武司

人見　喜子
石井　典子
津浦　孝夫
廣瀬　惠治
橋本　啓二
戸村　敏之
高野　朋久
山本　英雄
宮野　直斗
渡辺　　孝
村松　貞住
河内　研一

後藤　　愛
江面　咲季
山本　愛依
鈴木久美子

匿名　70名
（順不同・敬称略）

特 別 会 員 155名の方々が特別会員にご協力下さいました。
ご芳名をご報告するとともに、お礼にかえさせていただきます。

10,000円  淳淳22社
㈲赤札堂印刷所
アサヒグループ食品㈱
㈱荒牧組
㈲磯ヶ谷養鶏園
インテリアオータニ
（医）恵生会　黒須病院
㈲大村商店
㈲きむら動物病院
光明寺
㈱五大オーエー【和歌山県】
（医）小林医院
西導寺
佐藤建設工業㈱
松岩寺
（医）誠之会　氏家病院
（医）誠之会　ケア・ステージ氏家
㈱髙野商運
富士フィルター工業㈱
薬王寺
㈲吉成工具研磨
龍光寺
レコス㈱
5,000円  淳 淳 29社
㈱猪瀬
㈲礒商会
大古精機㈱
（医）岡医院
岡村建設㈱
㈱小野製作所
㈱協立電気
㈲熊田パッキング
㈱斎藤工業
（医）佐藤クリニック
㈲鈴高設備工業
㈱タートル
㈲滝口スポーツ

㈲竹橋食品
㈲登竜
栃木日東工器㈱
友建工業㈱
（医）仲嶋医院
㈲中野自動車整備工場
㈲野沢設備工業
はやき風㈱
（医）はやさか眼科
㈱ビックワンホールディングス
㈲北斗富士興産
民宿ゆもと
㈲村上自動車商会
㈱谷田建設
匿名　2社
3,000円  淳淳142社
㈲青木組
㈲青柳新聞店
旭精工㈱栃木工場
㈲青木商会【那須烏山市】
㈱石川電工
（医）一樹会　半田クリニック
㈲今寿屋商店
㈲石山自動車
㈲磯造園
うさぎや㈱
㈲氏家環境整備
氏家商工会
㈲氏家化成工業
（公社）氏家法人会
氏家漁業生産組合
㈱エイシン
㈱エイシン建設
オーギデンキ
おおてベーカリー
小野崎燃料設備㈲
㈲小野産業

㈲おまけや木工所
㈲カシワヤ
㈱粕谷
㈲柄木田製作所
鳥山信用金庫　氏家支店
㈱関東特殊
カセツリース㈱
かんぽの宿　栃木喜連川温泉
㈱喜連川カントリー倶楽部
㈲喜連川サービス
㈲喜連川商会
㈲喜連川葬祭
㈲喜連川プレスサービス
㈱木村組
共和圧接工業㈱
㈱グリーンライフ
（社福）恵友会　桜花
広域産業㈱
㈱興栄開発
㈲五味田農機具店
㈲小林電機商会
㈱さくら那須モータースクール
桜ふれあいの郷
㈱サクシード
㈲佐藤農機商会
㈲サーマル産業
三恵コンサルタント㈱
さくらタクシー㈲
ササヌマ㈲
㈱サンテック
（社福）慈愛会　特別養護老人ホーム　エリム
塩野谷農業協同組合
（一社）塩谷郡市医師会
㈲清水荘工務店
㈲ジョイフルツアー
㈱伸興建設
新生興産㈱

㈲シンエイ観光バス
シンテックス㈱
すし貞
㈱鈴木瓦工業
㈲鈴木造園土木
㈲スタジオ・さん・いち・ごー
㈱聖菱運輸
㈲添田設備工業
㈱ダイサン
大日本パックス㈱
大和輪業㈱
㈲高木精機製作所
㈲タカアキ建装
㈲田代油店
㈱だるま薬局
㈲宅原衛生社　喜連川営業所
たかはら森林組合【矢板市】
㈲塚田屋商店
㈲綱川建設
㈲手塚産業
㈱テンソー
㈱栃木銀行　氏家支店
栃木スバル自動車㈱さくら店
栃木日産自動車販売㈱さくら店
特別養護老人ホーム　にこんきつれ荘
㈱栃木ブローチ
東亜警備保障㈱【宇都宮市】
㈲永井製作所
㈲ナカツガワ縫製
㈲中山製麺
（医）西海歯科医院
㈱日本ビルメン
㈲西河原製作所
ニッカウヰスキー㈱栃木工場
日金精整テクニックス㈱栃木工場
日本道路㈱栃木乳剤工場
㈱羽田観光

（医）早坂眼科医院
㈱ハーツリーレストランシステム
ハートピアさくらの郷
フニュウ総業㈱
㈱フニュウフーズ
㈲フロンティアジャパン
（社福）蓬愛会　城下庵
㈱フォワード【矢板市】
㈲北條工業
北伸商事㈱
㈲ホテル清水荘
㈲誠タクシー
マツイ事務器㈱
㈲マルサ商店
㈲益子呉服店
㈱実取商事
㈲三森商店
㈱雅商事
㈱宮川電設
明星漁業生産組合
八千代工業㈱栃木研究所
㈲ヤベキン
ヤマザキショップ　氏家中学校前店
特定非営利活動法人　やまと会
㈱大和義肢製作所
㈱ヨークベニマル氏家店
㈱ユタカ技研　栃木開発センター
ユニオン化学㈱
㈲ヨシダ商事
菱藤工業㈱
㈱ロココ企画装飾【宇都宮市】
㈲和興自動車整備工場
匿名　15社

賛助会員 193社の方々が特別会員にご協力下さいました。
ご芳名をご報告するとともに、お礼にかえさせていただきます。
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第14回さくら市福祉まつり 防災・減災を学ぼう!!
　10月19日（土）、氏家体育館・体育館駐車場を
会場に第14回さくら市福祉まつりを開催しました。
「広げよう　来て・見て・聞いて　福祉の輪」をメ
インテーマにさくら市内の福祉施設紹介や市内幼
稚園・保育園、小中学校・さくら清修高校生による
作品展示のほか、手話や車いすなどの福祉体験、
模擬店など行われました。当日はあいにくの雨と
なってしまいましたが、多くのご来場をいただき、
氏家中学校・さくら清修高校生ボランティアの若
い力も加わったことで、盛大で賑やかに開催する
ことができました。
　ご来場いただいた皆様、ご協力いただいた施
設・団体・ボランティア・関係者の皆様に厚くお礼
申し上げます。

　11月21日（木）に押上小学校にて減災運動会を開
催しました!
　今年度で9回目をむかえるこの運動会は、「楽しく学
ぶ」をテーマに子どもたちに災害被害を減らす取り組
みを伝えるべく、東北福祉大学とさくら清修高等学校
協力のもと続けています。
　5・6年生の皆さんと、氏家地区の民生委員さんや老
人クラブの方々にも参加していただき、「減災〇×クイ
ズ」「みんなでつなげ!バケツリレー」「みんな一緒、車椅
子避難リレー」の3種目にチャレンジ!
　バケツリレーは隣の人と協力しながら、中に入った
ボールを落とさないように素早く運びます。慎重かつ真
剣に、そして笑顔で楽しそうに取り組む皆さんの姿が印
象的でした。
　この運動会を通して、少
しでも子どもたちに防災や
減災についての知識が根
付き、そして地域で協力す
る大切さを感じてもらえた
らと思います。

福祉体験講座（サマースクール）
　夏休みを利用した福祉体験講座（サマース
クール）を小学生～高校生を対象に全3回にわ
たって実施しました。
　1回目は、車いすバスケット体験を行いまし
た。車いすバスケット連盟の高橋さんを講師に
車いすの取り扱いからリレー、パス交換、ミニ
ゲームを行いました。2回目は、東日本盲導犬
協会に講師を依頼して、盲導犬体験を行いまし
た。座学では、視覚障がい者の日常生活の工夫
や盲導犬の成り立ち・訓練の様子を学んだ後、
盲導犬歩行・ふれあい体験を行いました。3回
目は、栃木県防災館にて煙・地震・豪雨・強風の
4つの疑似体験を行いました。
　参加者の皆さんははじめての体験に戸惑い
ながらも楽しくも真剣に体験している様子で、
この事業をとおして、福祉に興味・関心を持ち、
少しでも理解が深まってくれればと思います。

福祉体験
　11月26日に喜連川小学校、12月10日・12日に上松
山小学校のそれぞれ4年生を対象に福祉体験を行いま
した。白杖・アイマスク体験、車いす体験、高齢者疑似体
験を行い、児童の皆さんには実際の体験を通して、福祉
について学んでいただきました。
　白杖・アイマスク体験では、「知っている道でも、目が
見えないだけでとても不安だった。」との感想をいただ
き、障害がある人への理解が深まった様子でした。
　車いす体験では、乗り手側と押し手側の両方を体験し、
段差や坂道などの普段違和感なく通っている道が大変
であることを、身をもって感じてもらいました。
　今回体験をした児童の皆さんには、高齢者や障害を
持った方に、自然に気配りや手助けができるような、思
いやりを持った大人に成長していってほしいと思います。
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～三者連携事業　子どもたちと大相撲観戦へ!!～ 友愛訪問事業
　8月の夏の暑い日、氏家養護園の子どもたちと
一緒に大相撲観戦に行ってきました!
　一昨年から数えて3回目となるこの連携事業は、
アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場と社会福
祉法人養徳園、さくら市社会福祉協議会が協働
して行っています。
　アサヒグループ食品さんからは、毎回飲み物な
どの社品の提供や、社員の方にも参加していただ
いています。
　今年度4年ぶり開催となる宇都宮場所、間近で
見る力士たちの迫力に子どもたちも感動の様子!
握手や写真、横綱のサインをもらうことができた
子もいて、それぞれに楽しんでくれたようです。
　これからも三者で協力しながら、普段なかなか
できないことを子どもたちに経験してもらえたらと
思います。
　ご協力いただいたアサヒグループ食品さん、養
護園の皆さん、ありがとうございました!

　さくら市社会福祉協議会で
は、75歳以上のひとり暮ら
し高齢者約480名を対象とし
た見守り活動事業として、毎
年、豆餅の配布を行っていま
す。今年度も、行政区長の皆
さんのご協力により、12月
20日に餅つきが行われ、出
来上がった豆餅が各地区の民
生児童委員の皆さんにより対
象者宅に配られました。

　さくら市ファミリー・サポート・センターは、仕事と
育児の両立を支援し、安心して子育てができるように
「子育ての手助けをしてほしい」、「子育てのお手伝い
をしたい」と思っている方が会員となり、お互いが助
け合いながら活動する組織です。

援助の流れ
1．会員登録　2．サポート活動依頼　3．会員のマッチング
4．事前打ち合わせ　5．サポート活動　6．料金の授受
※利用料金は1時間600円です

ファミリー・サポート・センター

援助の依頼援助の依頼
援助の提供援助の提供

はい、
いいですよ。

残業で遅くなるので
週に1度くらい
預かって
欲しいのですが…。

提供会員と利用会員のマッチングと連絡

※必要な時にはサポートを受けたいが、時間があるときにサポート活動ができる
　という方は両方会員として登録ができます。

■詳しくは下記までお気軽にご連絡ください。
　さくら市ファミリー・サポート・センター事務局
　☎028－682－2217

提供会員
育児のサポートを
行いたい方

利用会員
育児のサポートを
受けたい方

福祉講演会開催
　介護をしていた母を通じて教えられたこと、
介護をする家族との絆、幸せに思える介護な
ど実体験を元に講演していただきます。

令和2年3月14日（土）
　午後1時30分
　（午後1時開場）
氏家公民館ホール
　　　　　　　　手話通訳有
演題『介護は想像力』
講師　 一  龍  齋 　 春  水 氏

いち りゅう さい はる み

　　    講談師・声優

　本会では、平成31年度4月1日より、経済的
困窮者の自立に向けた支援を行う相談窓口を、
氏家支部に設置しました。
　「生活に困っている」「仕事が見つからない」
「家賃を払えない」といった悩みごと・困りご
とはありませんか?「働きたくても働けない」
「アパートを追い出されてしまいそう」など、
まずは困っていることをご相談ください。悩
みごと・困りごとが複雑化・深刻化する前に、
自立した生活ができるように支援を行います。
　ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
年齢制限はありません。相談は無料です。
【相談窓口】
社会福祉協議会氏家支部
住所：さくら市櫻野1329
T E L：028－601－7123
　　　（自立支援係）
MAIL：seikatu-soudan@
　　　   sakura-shakyo.or.jp

悩みごと・困りごとはありませんか?
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臨時職員募集内容
⑥任用期間
⑦申込期限

③勤務内容
④勤務時間／⑤賃金

①募集人員
②応募資格職　　種

⑥4月1日～
　令和3年3月31日
⑦1月31日（金）

③喜連川社会福祉センターの運営及び事
務全般
④午前8時30分～午後5時15分
⑤時給900円

①1名
②18歳～65歳
　パソコン操作ができ、運
転免許を有する方

臨時職員

⑥4月1日～
　令和3年3月31日
⑦1月31日（金）

③氏家福祉センターの運営及び事務全般、
ファミリーサポートセンターの運営及
び事務全般補助
④午前9時～午後4時
⑤時給900円

①2名
②18歳～65歳
　パソコン操作ができ、運
転免許を有する方

臨時職員

⑥4月1日～
　令和3年3月31日
⑦1月31日（金）

③上松山、熟田、押上小学童のいずれか
における児童の健全育成
④下校時～午後7時まで。但し、土曜日、
及び学校休業中は、午前7時30分～午
後7時（うち8時間以内の交代勤務）

⑤有資格の方　時給1,100円
　無資格の方　時給1,000円

①20名程度
②18歳から65歳までで健
康で明るく児童健全育成
に情熱と意欲のある方

学童保育指導員
（上松山、
熟田、押上）

⑥4月1日～
　令和3年3月31日
⑦随時
※学童保育指導員が休暇等で
不足が生じた際の代替勤務と
なりますので、勤務日につい
ては不規則となります。

③上松山、熟田、押上小学童指導員の補
助
④下校時～午後6時30分まで。但し、土
曜日、及び学校休業中は、午前7時30
分～午後6時30分（うち8時間以内の交
代勤務）
⑤時給950円

①若干名
②18歳から65歳までで健
康で明るく児童健全育成
に情熱と意欲のある方

学童保育代替指
導員
（上松山、
熟田、押上）

【申込方法】本会指定の履歴書（ホームページよりダウンロードまたは窓口で配布）に必要事項を記入し、写真を貼
付の上、提出してください。
※臨時職員は、通勤距離に応じて通勤手当、賞与手当、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入
※学童保育指導員は、通勤距離に応じて通勤手当と雇用保険に加入
【申込先】社会福祉協議会氏家支部　緯028－682－2217

 ペットボトルキャップ  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 
阿久津義則　アサヒグループ食品栃木さくら工場　朝日生命ウィズ高瀬ミヨ　飯沼休吾　活き活きファーム　石田悟　石塚賢二　稲見和夫　岩波清美　
印南博行　氏家児童センター　氏家病院　氏家ライオンズクラブ　臼井悦子　碓氷和也　薄井妙子　薄井一　宇田陽一　上野行政区上野なごみ会　
海老原幸子　エリエールプロダクト　大木建築　オーギデンキ　大久保なをみ　大古精機　大島早智子　大槻新聞店　大橋薫　岡田皓　岡田友子　
岡本圭司　小野崎燃料店　おひめさま　柿木澤行政区　笠井勇一　粕谷良子　家族フェスタ　加藤美雪　蕪木栄　上松山児童センター　かるがも代行　
神原静江　カーブスさくら野　喜連川カントリークラブ　喜連川児童センター　喜連川小学校　草川公民館長　久保井礼子　黒須病院　黒田昭二　
グループホームポプラ　桑島俊雄　郡司　郡司文子　見目春江　小嶋真智子　小林昌子　小林靖男　小松道子　五味田キミ　小室京子　紺氏家支部　
斎藤幸子　斎藤陽紀　坂主淳子　坂本トシエ　佐川トシ　佐川規子　さくら産院　さくら清修高校　さくら保険　笹崎登美子　佐藤アヤ子　佐藤友二　
塩田政子　塩谷町立給食センター　篠田和男　すし貞　鈴木明美　関セツ子　関口仁　セブンイレブンさくら氏家店　セブンイレブンさくら馬場北店　
添田工業　添田一　髙城美恵子　高齋定男　高瀬秀雄　髙田昭子　高橋糀店　たから船　田口昭子　田野井京子　田村康子　田村好子　タートル　
土谷里子　デイホームつきみ　手塚智枝子　手塚紀子　東京電力　栃木県農業試験場原種農場　永井君江　仲澤ミチ　菜っ葉館　野沢幸子　芳賀美代子
萩村照子　花ゆう　馬場内愛子　ひょうたん　平山安則　深尾淳　福祉民謡福寿会　福田利幸　福田ミヨ　船山建設工業株式会社　ふるさとホームさくら　
フレ・あい　平安　堀江大　増渕イク　増渕トミ　間館敏典　みつわ工房　三森あや　宮崎仁志　村上恵美子　村上孝子　矢板市立泉小学校　
矢板市立乙畑小学校　矢板市立矢板小学校児童会　ヤマザキショップ氏家中学校前店　遊座広美　横山弘子　吉澤誠二　吉沢寛子　吉澤裕子　吉田規子
吉成一　若原富雄　渡辺久子　K・I　K・N　T・T　匿名
アルミ缶  
飯沼休吾　大橋薫　岡田敏子　加藤美雪　かるがも代行　小嶋真智子　佐川規子　角田寿男　フレ・あい　宮崎仁志　匿名

使用済み切手  
アサヒグループ　荒川亜有美　海老原幸子　大槻新聞店　加藤美雪　草川公民館長　桑島俊雄　郡司　佐川トシ　さくら保険　笹崎登美子　
高羽絹江　福田利幸　ふるさとホームさくら　遊座広美　K・I　匿名

 プルタブ 
岩波清美　宇田陽一　上野みのり会　おひめさま　加藤美雪　神原静江　草川公民館長　グループホームポプラ　黒田昭二　小嶋真智子　
小林久子　小室京子　紺氏家支部　佐川トシ　佐藤友二　塩田政子　関セツ子　田野井京子　田村康子　永井君江　野沢幸子　花ゆう　
福祉民謡福寿会　福田利幸　ふるさとホームさくら　フレ・あい　増渕トミ　宮崎仁志　村上恵美子　吉澤誠二　渡辺久子　K・I　K・N　T・T
匿名

 ベルマーク 
アサヒグループ食品栃木さくら工場　大久保なをみ　大槻新聞店　小林靖男　佐川トシ　すし貞　土谷昭雄　土谷里子　手塚紀子　福田ミヨ　
ふるさとホームさくら　三森あや　吉澤誠二　匿名

 テレホンカード 
佐川トシ

 ハガキ 
加藤美雪　すし貞　匿名

 歯ブラシ 
川渕幸男　五味田キミ　吉澤礼子

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
令和元年11月末日までを掲載させていただきます。（敬称略）


