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さくら市

社協だより
第51号
5・1・3

　昨年11月14日に氏家福祉センターにおいて「じんけん大使」委嘱状伝達式が行われ、本会マス
コットキャラクター「さくらッピー」が宇都宮地方法務局より「じんけん大使」に委嘱されました！
　「じんけん大使」とは、宇都宮地方法務局と栃木人権擁護委員連合会が推進している事業で、ご当
地キャラクターが委嘱を受け、法務省人権擁護機関が実施する各種啓発活動の効果向上のため、活
動していくものです。
　これからも人権が尊重される社会の実現に向けて、市民の皆様に理解を深めていただけるよう活
動していきます！

●編集／発行　社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
本部
●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）
　◦TEL 028-686-2670　◦FAX 028-686-2423　◦E-mail : honbu@sakura-shakyo.or.jp
氏家支部
●さくら市櫻野1329番地（さくら市氏家福祉センター内）
　◦TEL 028-682-2217　◦FAX 028-682-9888　◦E-mail : shibu@sakura-shakyo.or.jp

 社協だよりは「赤い羽根共同募金」の助成を受けて発行しております。

「さくらッピー」が「じんけん大使」「さくらッピー」が「じんけん大使」
に委嘱されました！に委嘱されました！
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　　　　　　　　　　　社会福祉法人さくら市社会福祉協議会会長　田　中　耕　一　　　　　　　　　

　新年あけましておめでとうございます。
　市民の皆さまには、日頃より地域福祉事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　時の流れは早いものでさくら市社会福祉協議会の会長に就任以来、11年目の新春を迎え
ることになりました。
　近年、世の中が複雑多様化する社会の中で、私達がこれまで経験した事のない事態に直面しています。新型コ
ロナウイルスの流行、ウクライナでの戦争、相次ぐ北朝鮮のミサイル発射などに、世界中が脅かされています。
　そのような中であっても、昨年は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会が開かれ、障がい者スポーツ大会であ
るとちぎ大会では、栃木県勢が144個のメダルを獲得する躍進に、歓喜した一年でもありました。
　本会では、市民の皆さまのしあわせを願う福祉事業として、高齢者、子育て世帯、障がい者の支援を柱として
業務を実施しておりますが、コロナ禍により、主だった事業を中止せざるを得ない事もありました。令和2年か
らコロナ禍により失業や収入が減った世帯への支援として始まった特例貸付では、業務に追われ続けてきました
が、昨年9月で終了しました。まだまだ、多くの世帯が困窮していることに心が痛む思いです。
　こうした支援を必要とする世帯のため、新しい事業を展開しています。昨年6月には「フードバンクさくら」を
開所し、食品ロスの削減への取り組みと食に窮する世帯への支援を始めました。権利擁護の分野では、成年後見
制度での「法人後見事業」の体制を整えました。また、本会のキャラクターであるさくらッピーが地方法務局から

「じんけん大使」に任命され、イベント会場での活躍が期待されます。
　結びに、今後とも市民の皆さま方の温かいご協力により福祉の輪が広がることをお願いし、
新年のあいさつといたします。

社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
　副会長　小　林　行　雄
　あけましておめでとうございます。
　昨年は、異常気象の影響で、集中
豪雨、河川氾濫等に加え、国内でも
海外でも大きな地震が発生しました。また、ロシア
のウクライナ侵攻の影響で、諸物価高騰が続き、お
まけに第8波にまで至った3年以上に渡るコロナの蔓
延により、各種行事や人の流れまで制約される年でし
た。一方、サッカーワールドカップではドイツに勝利
した初戦以降、サムライジャパンが世界中で話題とな
り、私としてもとても嬉しく思います。
　さて今年は「兎年」。「うさぎ」のようにぴょんと、経
済も景気も気分も一足飛びに、良い方向に向かって欲
しいと祈るばかりです。
　昨年の11月末で私は、12年続けた民生委員児童委
員を退任しましたが、これからは、さくら市社会福祉
協議会により一層注力していきたいと思います。
　社協も民・児協も、地域で不自由な生活をしている
方のお手伝いが一番の仕事なので、動ける内は微力を
尽くしたいと思っています。

　 新春のごあいさつ

社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
　副会長　桃　谷　誠　至
　新年明けましておめでとうござい
ます。
　さくら市社会福祉協議会（社協）は、
旧氏家町、旧喜連川町が合併、法人化して18年目を
迎えます。市民の皆様には、社協会員として、ご協力
いただくと共に、地域福祉の推進に特段のご支援を賜
わり厚くお礼申し上げます。合併後本部、支部に職員
を増員し、きめ細やかな福祉事業を展開しております。
　然し乍ら、年々福祉ニーズが多様化し、社協に対す
る期待も高まる中、新規事業の業務も増え、職員体制
が充分とは言えません。
　とは申せ、職員を増員するには、財源が伴います。
私も市民の一員であると同時に、社協に携わる者とし
て、創意工夫を凝らしながら、社協職員を支え、行政、
関係機関等と連携を密に図り、市民の皆様から信頼さ
れる社協にと、努力して参ります。
　今後とも市民の皆様のご支援、ご協力を切にお願い
申し上げます。
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〔地区別会員募集結果〕  令和4年11月30日現在（単位：円）

行 政 区 普 通
600円

特 別
1,000円

特 別
1,000円以上

世帯
（計） 会費額（円）

上阿久津 439 439 263,400
川　　岸 300 300 180,030
下 新 田 95 95 57,000
采　　女 54 54 32,400
古　　町 103 103 61,800
伝 馬 町 100 100 60,000
本　　町 76 76 45,600
仲　　町 44 44 26,400
石　　町 47 47 28,200
上　　町 60 60 36,000
横　　町 150 150 90,000
新　　町 151 151 90,600
栄　　町 55 55 33,000
卯 の 里 166 166 100,000
草川第 1 230 230 138,000
草川第 2 17 6 1 24 21,000
大　　中 143 143 85,800
向 河 原 80 80 48,000
富 野 岡 105 105 63,000
氏家新田 50 50 30,000
櫻 野 一 164 164 98,400
櫻 野 二 35 35 21,000
櫻 野 中 194 194 116,400
櫻 野 東 80 3 1 84 53,000
櫻 野 五 87 87 52,200

行 政 区 普 通
600円

特 別
1,000円

特 別
1,000円以上

世帯
（計） 会費額（円）

櫻 野 六 51 51 30,600
大 野 東 250 250 150,000
大 野 西 400 400 240,000
馬 場 一 167 167 100,200
馬 場 三 137 137 82,200
馬 場 四 98 98 58,800
馬 場 五 390 390 234,000
馬 場 六 330 330 198,000
氏 家 北 94 94 56,400
北 草 川 235 235 141,000
押 上 一 177 177 106,200
押 上 上 60 60 36,000
長 久 保 100 100 60,000
蒲 須 坂 218 218 130,800
松　　島 48 48 28,800
箱　　森 89 89 53,400
上 松 山 58 58 34,800
狭 間 田 95 95 57,000
狭間田中央 54 54 32,400
元　　組 49 49 29,400
八 方 口 27 27 16,200
根　　本 30 30 18,000
谷　　中 41 1 42 25,600
上　　組 67 67 40,200
松　　山 70 70 42,000

行 政 区 普 通
600円

特 別
1,000円

特 別
1,000円以上

世帯
（計） 会費額（円）

本　　田 20 20 12,000
上　　野 100 100 60,000
柿 木 澤 151 151 90,600
鍛冶ヶ澤 28 28 16,800
勝 山 町 467 467 280,000
川 原 町 82 82 49,200
葛　　城 175 175 105,000
喜連川南 275 7 282 172,000
喜連川中央 160 2 162 97,600
喜連川北 177 177 106,200
松田・西河原 59 1 60 36,400
鷲　　宿 150 150 90,000
小　　入 37 37 22,000
早 乙 女 67 67 40,000
上 河 戸 50 50 30,000
下河戸北 79 79 47,400
下河戸南 78 78 46,800
南 和 田 47 47 28,200
金　　枝 100 100 60,000
鹿 子 畑 144 144 86,400
穂　　積 125 125 75,000
フィオーレ 233 233 139,800
梨　　木 120 120 72,000
桜 ケ 丘 100 100 60,000

計 9,384 20 2 9,406 5,656,630

　令和4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4年度の会員募集結果については次のとおりです。

令和4年度さくら市社会福祉協議会会員募集に
ご協力いただきありがとうございました

総　額 内　訳 会員数 金　額

6,542,630円
普通会員 9,384世帯 5,629,630円
特別会員 147名 204,000円
賛助会員 168社 709,000円

147名の方々が特別会員にご協力くださいました。
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。（順不同）

特別会員

30,000円  1名
匿名　1名
5,000円 3名
田中　耕一
仲根　信行
匿名　1名
3,000円   7名
川渕　幸男
土谷　昭雄
君嶋　福芳
大越　順子
匿名　3名
2,000円 2名
深尾　　淳
江部　尚史

1,000円 134名
大森　孝之
白井　　新
佐野　庄作
遊座　広美
五味田キミ
渡辺　義二
渡辺　万智
田﨑　建文
藤田キミエ
黒崎　信雄
斉藤　恭弥
須田　洋子
海老原幸子
小林　行雄

津村　和昭
塙　　一男
津浦　　清
渡辺　幸雄
藤田　武志
髙城美恵子
高瀬　則男
添田　　一
丸山　幹夫
木嶋　俊一
福田　智一
小室　一正
薄井　喜一
下村　陽子
岡本　廣子

大木　陽一
髙齋　定男
野口　誠二
齋藤　　榮
笠井　勇一
田村　好子
大西　知子
印南　博行
岡田　友子
菅俣　正美
小堀　幸夫
大橋　克世
小堀佐智子
高山スミ子
坂本　　久

髙塩　和代
菱沼　　孝
伊藤　孝一
田崎　敏子
大山　　操
村上　敬子
佐藤　敏一
七久保易子
田口　良一
蓮實　照子
阿久津洋子
大森　幹男
金子　文江
津浦　孝夫
荒井　邦男

橋本　啓二
高野　朋久
高根　方史
山本　英雄
宮野　直斗
戸村　敏之
竹内　浩之
村松　貞住
河内　研一
後藤　　愛
江面　咲季
鈴木　悠哉
毛塚　敏子
菊地　貴子
村上　幸子

鈴木久美子
手塚　幸子
糠澤　敬子
中坪　智子
長井　典子
格和　幸子
笹沼　優子
匿名　53名
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168社の方々が特別会員にご協力くださいました。
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。

賛助会員

10,000円 23社
㈲赤札堂印刷所
アサヒグループ食品㈱
㈱荒牧組
㈱猪瀬
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】
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㈱
妙福寺
薬王寺
龍光寺
㈲吉成工具研磨
匿名　2社
7,000円 1社
レコス㈱
5,000円 20社
㈱石川電工
㈲礒商会
大古精機㈱
㈱協立電気
㈲熊田パッキング

（医）佐藤クリニック
三恵コンサルタント㈱

㈲鈴木造園土木
㈱タートル
㈲滝口スポーツ
友建工業㈱

（医）仲嶋医院
㈲中野自動車整備工場

（医）はやさか眼科
㈱ビックワンホールディングス
マツイ事務器㈱氏家営業所
㈲村上自動車商会
㈱谷田建設
匿名　2社
3,000円 124社
氏家地区 
㈲青木組
㈲アルファー石油
㈲石田自動車
池田産業㈲

（医）一樹会　半田クリニック
㈲氏家環境整備
氏家商工会

（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
㈱エム・ケー・フーズ
㈱エヌイーエス
おおてベーカリー

（医）岡医院
小野崎燃料設備㈲
㈲おまけや木工所
㈱折原製作所　栃木工場
㈱粕谷

㈲カミオカオートサービス
㈲柄木田製作所
鳥山信用金庫　氏家支店
㈱関東特殊
㈲きぬや食堂
㈱グリーンライフ
㈲郡司電器

（社福）恵友会　桜花
広域産業㈱
㈱興栄開発
㈲五味田農機具店
埼玉車体㈱氏家工場
㈱斎藤工業
㈱さくら那須モータースクール
㈱サクシード
桜ふれあいの郷
㈲佐藤農機商会
㈲サーマル産業

（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㈱
すし貞
㈱鈴木瓦工業
㈲添田設備工業
㈱ダイサン
㈲高木精機製作所
㈲タカアキ建装
㈲高城ルーフ
㈲田代油店

㈲竹槗食品
㈲塚田屋商店
㈲綱川建設
㈲登竜
栃木スバル自動車㈱さくら店
㈱とりせん
㈲永井製作所
㈲中村商会
㈲中山製麺

（医）西海歯科医院
㈱西川運送
㈱日本ビルメン
野沢エンジニアリング㈱

（医）早坂眼科医院
フニュウ総業㈱
㈲ホテル清水荘
㈲誠タクシー
㈲増渕塗装店
㈲マルサ商店
㈱実取商事
㈱雅商事
㈱本村組
八千代工業㈱栃木研究所
㈲ヤベキン
㈲ヨシダ商事
㈲和興自動車整備工場
喜連川地区 
㈲青柳新聞店
㈲石山自動車
㈲磯造園
㈱大塩精工
㈲大森養鶏園
カセツリース㈱

㈱喜連川建設
㈲喜連川サービス
㈲喜連川商会
共和圧接工業㈱
㈲小林電機商会
さくらタクシー㈲
笹沼建設㈱
㈱サンテック
シンテックス㈱
㈱聖菱運輸
㈲宅原衛生社　喜連川営業所
特別養護老人ホームにこんきつれ荘
㈱栃木ブローチ
㈲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
ハートピアさくらの郷
ピーシー化成㈱
㈲フロンティアジャパン
北伸商事㈱
㈲益子呉服店
明星漁業生産組合
特定非営利活動法人 やまと会
㈱大和義肢製作所
ユニオン化学㈱
㈲横田電気
市外 
たかはら森林組合【矢板市】
㈱フォワード【矢板市】
東亜警備保障㈱【宇都宮市】
匿名　11社

 ◎レコードサロン 
　懐かしのレコードに耳を傾け、ゆったり
としたひとときを過ごしてみませんか?
 ◎涙活 
　『涙活』とは、月に2 〜 3分だけでも涙を
流すことによって、心をリラックスする活
動です。
　泣ける映像を見て、心をすっきりさせま
しょう。
◆開催日　レコードサロン：第1金曜日／
　　　　　涙活：第4火曜日
◆開催場所　奇数月（1．3．5．7．9．11月）
　　　　　　喜連川社会福祉センター
　　　　　　偶数月（2．4．6．8．10．12月）
　　　　　　氏家福祉センター

　栃木県では、障が
い者、難病患者、妊
産婦などすべての県
民が積極的に社会参
加できるように生活
環境を整備していま
す。
　県民の皆様に思い
や り 駐 車 ス ペ ー ス
適正利用に向け
たご理解、ご協力を
お願いします。

懐かしのレコードサロン・涙活のお知らせ おもいやり駐車スペース

　去る10月、栃木県で42年ぶりに国体が開催され、身体障害者福祉会のみなさん
と一緒に、全国障害者スポーツ大会『いちご一会とちぎ大会』の開会式を観覧して
きました！
　天気にも恵まれ、趣向を凝らした式典演出の数々に感動もひと塩だったようです。

「いい思い出になった」と口々にみなさん話されていました。

いちご一会とちぎ大会開催！
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　今年度も夏休み中の小学生を対象にしたパラスポー
ツスクールを2日間、実施いたしました！
　1日目は「卓球バレー体験」、2日目は「ボッチャ体
験」を行いました。
　両種目とも年齢や障がいなどに関係なく、様々な人
が一緒に楽しめるスポーツです。参加いただいた子た
ちからは「楽しかったし、からだに障がいがある人の
大変さもわかった」との声も聞かれました。2つのパラ
スポーツを通して障がいや福祉について興味、関心を
もってくれたようでした！

　敬老の日にあわせて、ひとり暮らしで75歳以上のご
高齢の方、約500名を対象におたよりで元気を届ける
ことを目的とした「おたより訪問事業」を実施いたしま
した。
　おたよりの作成には市内小学校の皆さんにご協力を
いただき元気あふれるメッセージをたくさん書いてい
ただきました。
　おたより送付後には、お礼の手紙や電話などをいた
だき、たくさん
元 気 を お 届 け
で き た と 思 い
ます！
　また、今回は

「氏家郵便局」様
から、使用する
ハガキのご提供、
そして郵便局内
におたより展示
コーナーを作成
していただきま
した。多くのご
協力をいただき、
誠にありがとう
ございました！

パラスポーツスクール おたより訪問事業

人が共に支えあう社会のために
　6月16日に南小学校、11月17日に熟田小学校、12月5日に上松山小学校にて福祉体験を行いました。当日は感
染対策をしながら白状・アイマスク体験と車いす体験を行いました。白杖・アイマスク体験は、白状の説明後単独
歩行体験や2人1組で介助する側・される側の体験をし、車いす体験では、各部の名称や正しい操作方法から、実
際に車いすを使って、様々な
コースで介助する側・される側
の体験をしました。また、10月
27日には南小学校にて東日本盲
導犬協会に依頼し、盲導犬体験
を行いました。
　福祉体験を通して、思いやり
の心を育み、多様な人を理解し、
行動するきっかけのお手伝いを
することで、人が共に支えあい、
だれもが住みやすい地域づくり
に繋げていきます。
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第15回さくら市福祉まつりを開催しました
　10月15日、氏家体育館・体育館駐車場を会場
に3年ぶりに福祉まつりを開催しました。令和元
年度の開催以降、新型コロナの影響から中止とし
ていましたが、模擬店出店や参加人数の制限、検
温・手指消毒などの感染対策を行いながら、市内
福祉施設・団体による活動紹介・相談や市内幼稚
園・保育園、小学校よる作品展示、盲導犬のふれ
あい体験や車いす体験、上松山児童センターによるわくわくパーク（花みくじ、駄菓子占いなど）などが行われまし
た。人権まもるくん、あゆみちゃん、さくらッピーも会場を盛り上げてくれて、多くの方にご来場いただきました。
また、氏家中学校学生ボランティアの皆さんにも若い力で運営を支えていただきました。
　当日は晴天にも恵まれ、コロナ禍で制限が掛かる中でも盛大に開催することができました。参加・協力いただき
ました施設・団体・ボランティア・関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

　あすてらす（日常生活自立支援事業）では、認知症や
知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方を対
象に、地域で安心した生活が送れるよう、様々な相談
に対応しながら、福祉サービスの利用援助や日常的な
金銭管理、書類等の預かりなどを行います。

　◆日常生活支援サービス
　　・福祉サービスを利用に関する手続き
　　・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き等
　◆金銭管理サービス
　　・預金の入金や払い戻し等の手続き
　　・公共料金、家賃、医療費、福祉サービスの利用

等の支払い手続き
　◆書類等預かりサービス
　　・預金通帳、保険証書、
　　　実印、銀行印などの保管

・生活保護受給中の方は、無料です。
・契約前の相談、訪問調査等は無料です。

問い合わせ
社会福祉協議会氏家支部（あすてらすさくら）
TEL 682−2217

利用料金

支援の内容

福祉サービスの利用援助や
日常的な金銭管理
書類等預かり

1回（概ね1時間）

月額

1,000円

500円

学童保育指導員（正規指導員・代替指導員）
募集人員　若干名
応募資格　18歳から65歳まで、健康で明るく

児童健全育成に情熱と意欲のある方
勤務時間　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）

勤務場所　上松山小学童保育・熟田小学童保育・
　　　　　押上小学童保育
賃　　金　有資格　時給1,180円
　　　　　無資格　時給1,080円
任用期間　令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
申込方法・期限

社会福祉協議会にある履歴書に必要事項を
記入し、1月13日（金）までに社会福祉協議
会へ提出してください。なお、資格証明書
の写しも添付してください。
そ の 他

書類選考後、合格の可否。1 ヶ月試用期間後、
正式採用の可否。
上記期間外でも随時募集しておりますので、
不明な点がありましたら下記までお問合せく
ださい。

問い合わせ　社会福祉協議会本部　
　　　　　　TEL 686−2670

あすてらす（日常生活自立支援事業）のご案内 学童保育指導員を募集します

福祉まつり収益を一覧
のとおり寄付いただき
ましたのでご報告いた
します。ありがとうご
ざいました。

№ 団体名 金額
1 国立きぬ川学院 9,000円
2 ワコちゃんの会 17,214円
3 さくら市盆栽会 900円
4 喜連川陶芸クラブ 7,500円
5 さくら市区長会 25,466円
6 さくら陶芸講座 1,000円
7 喜楽会 3,000円
8 上松山児童センター 5,000円

合　計 69,080円

（順不同・敬称略）第15回さくら市福祉まつり寄付一覧
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　1人ひとりの心に寄り添う傾聴に必要な心構え、
聴くことの大切さ、話し相手との距離を縮める方
法を座学形式で学ぶ講座です。
日　　時　全3回（一日のみの参加でも可）
　　　　　各日、午後1時〜午後3時30分
　　　　　1月11日（水）
　　　　　1月18日（水）
　　　　　1月25日（水）
場　　所　氏家福祉センター大広間
　　　　　（さくら市櫻野1329）
受 講 料　無料
定　　員　20名（定員に達し次第、受付終了とな

ります）
講　　師　黒川　貢氏
　　　　　（栃木県傾聴ボランティア連絡協議会会長）
内　　容　傾聴は心の伴走者
　　　　　〜心に寄り添う傾聴について〜
申込期限　1月10日（火）正午まで
問い合わせ　社会福祉協議会本部
　　　　　　TEL 686—2670

傾聴ボランティア養成講座
受講者募集

〜歌う海賊団ッ！が
やってくる〜

　第12回福祉講演会とし
て、歌う海賊団ッ！によ
るファミリーコンサート
を開催いたします。

日　　時　1月29日（日）
　　　　　開場：13時／開演：13時30分
場　　所　氏家公民館ホール
参 加 費　入場無料
定　　員　350名
申 込 み　申込みフォーム、または電話から事前申込み
問い合わせ　社会福祉協議会本部
　　　　　　TEL 686−2670
申込みはこちら▶ ＊新型コロナウイルス

感染症の状況によっ
ては急遽、中止とな
る場合がございます。
ご了承ください。

終活セミナー
参加者募集

　手話をいちから学びたいという方、手話につい
て興味があるという方向けの初心者手話講座を開
催します。
日　　時　1月24日（火）〜3月14日（火）まで
　　　　　毎週火曜日（全8回）
　　　　　午後7時〜午後8時30分
場　　所　さくら市市民活動支援センター 2階
　　　　　大会議室
受 講 料　無料
内　　容　手話による自己紹介や日常的に使用さ

れる語彙、簡単な会話の聞取りなど
講　　師　栃木県聴覚障害者協会登録講師2名
申込期限　1月19日（木）まで
問い合わせ　社会福祉協議会氏家支部
　　　　　　TEL 682−2217

初心者手話講習会

　誰しもが抱える老後の不安やこれからの人生に
ついてポジティブに考えられるよう終活セミナー
を開催します。
日　　時

全3回（一日のみの参加でも可）
各日、午前10時〜正午まで

　①2月15日（水）終活の基本とエンディングノー
トの活用方法

　②3月1日（水）終活をして良かった悪かった事例、
実際のお悩みの事例

　③3月8日（水）エンディングノートの記入体験
　＊内容は変更となる場合があります
場　　所　氏家福祉センター大広間（さくら市櫻野1329）
受 講 料　無料
定　　員　20名（定員に達し次第、受付終了となります）
講　　師　廣木　智代氏【NPO法人ら・し・さ（終

活アドバイザー協会）理事】
内　　容　終活にまつわる基礎知識からエンディ

ングノートの書き方など。
　　　　　※筆記用具をご持参ください。
申込期限　2月10日（金）まで
問い合わせ　社会福祉協議会本部　TEL 686—2670
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令和4年6月1日から11月30日までの分を掲載させていただきます。（敬称略、順不同）

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。

 エコキャップ   赤羽隆一　淺田滋　アサヒグループ食品㈱　荒川明英　荒川養殖漁業生産組合　荒巻昭光　飯沼休吾　石塚京子
一般社団法人ガールスカウト栃木県連盟第20団　稲見和夫　岩波清美　上谷淑江　上野行政区　上野みのり会　上野なごみ会　上野幸枝
上野光男　植村健一　氏家ライオンズクラブ　薄井妙子　薄井孝司　薄井伸司　及川京子　小野妙子　大久保金次郎　大久保なをみ
大内清宗　大木建築　オーギデンキ　大島早智子　大槻新聞店　岡村友紀　小野朋子　笠井勇一　粕谷奏空　粕谷莉玖　加藤美雪
加藤雅英　金子沙樹　金田文子　上松山児童センター　かるがも代行　木嶋俊一　喜連川カントリークラブ　喜連川陶芸教室　草野香　
久保井正子　黒須病院　桑島俊雄　傾聴ボランティア　えん　見目春江　小口峰司　国立きぬ川学院　小嶋真智子　小竹政示　小林美子　
小林行雄　小町　五味田キミ　小森エキ　斎藤陽紀　齋藤和男　櫻井真紀子　さくら市更生保護女性会　さくら市ちょボラ会
さくら総合専門学校　桜の郷　笹崎登美子　佐藤彩加　佐藤嘉乃　佐藤寿乃　佐藤洋子　塩田政子　㈱ジーテクト　下村陽子　白井新　
杉山栄子　鈴木タニオ　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　セブンハンドレッドクラブ
第一地区民生委員児童委員協議会（児童福祉部会）　大古精機㈱　高瀬秀雄　髙田富子　高橋美穂　高橋糀店　たからぶね　㈲滝口スポーツ
田口春江　田村康子　津浦時男　土谷昭雄　土谷里子　栃木県立さくら清修高等学校　戸部食品㈱　富沢繁雄　永井義光　仲澤ミチ
仲野則子　熟田小学校　ニッカウヰスキー㈱栃木工場　野沢幸子　野尻好子　芳賀美代子　萩村　萩村照子　ハチドリの会　人見健治
檜山顕音　ひろむ　藤森玲子　プッチ　船山建設工業㈱　ふるさとホームさくら　フレ・あい　平安　ベルセルバカントリークラブ
堀江大　増渕イク　みつばち笑店　三菱ふそう労働組合本社支部　みつわ工房　森三千代　矢板市立泉小学校　八千代工業㈱　薮下栄子
山口まき子　ヤマザキショップ氏家中学校前店　山本裕子　横塚ふみ子　横山弘子　吉岡孝行　吉澤キシイ　吉澤誠二　吉田勝彦
渡辺イツ子　渡辺想　医療法人誠之会　氏家病院　㈱石川電工　㈱エリエールプロダクト　㈱尚仁沢ビバレッジ　喜連川児童センター
吉田規子　山口圭子　A・M　JAしおのや女性会　K・I　M・M　匿名
 古切手  荒川養殖漁業生産組合　上野光一　久保井正子　小嶋真智子　小林行雄　さくら市更生保護女性会　さくら市ちょボラ会
笹崎登美子　佐藤彩加　ニッカウヰスキー㈱栃木工場　野沢幸子　野尻好子　萩村照子　吉澤誠二　小竹政示　小林清美
㈲カミオカオートサービス　K・I　匿名
 プルタブ  荒川明英　飯沼休吾　岩波清美　上谷淑江　上野行政区　上野みのり会　上野なごみ会　上野光一　上野光男　大久保なをみ　
上松山児童センター　植村健一　小野崎基　加藤美雪　桑島俊雄　小口峰司　小嶋真智子　笹崎登美子　佐藤彩加　塩田政子　下村陽子
鈴木幸子　鈴木タニオ　関セツ子　髙田富子　田村康子　野沢幸子　野尻好子　フィオーレ和会　藤森玲子　ふるさとホームさくら
フレ・あい　森三千代　八千代工業㈱　横塚ふみ子　渡辺想　K・I　匿名
 ベルマーク  荒川明英　石塚京子　上野光一　小嶋真智子　さくら市更生保護女性会　萩村照子　人見健治　渡辺想　山口圭子　匿名
 アルミ缶  荒巻昭光　飯沼休吾　岩波清美　上谷淑江　上野光一　上野光男　大久保なをみ　笠井勇一　加藤美雪　かるがも代行
剱持和美　小嶋真智子　小林美子　五味田キミ　さくら市ちょボラ会　第一地区民生委員児童委員協議会（児童福祉部会）　瀧澤照子
坂内　檜山顕音　フレ・あい　匿名
 未使用ハブラシ  大内清宗　小野崎基　 書き損じハガキ  ㈲カミオカオートサービス　 ボールペン  中田圭子　 マスク  K・I 

フードバンクさくら
「もったいない」を「ありがとう」に
●「フードバンク」とは、
　賞味期限内で食べられるにもかかわらず破棄されてしまう
食品を寄贈してもらい、生活困窮世帯や福祉施設などへ無償
で提供する活動です。ご自宅などで余剰食品などがございま
したらぜひご協力ください。
●フードバンクに食品を寄付しませんか?
　・受取りできるもの
　　常温で保存ができるもの、賞味期限が1カ月以上のもの
　　（特に保存が効くものや、調理環境が無い方でも食べられるもの）
　・受取りができないもの　・開封ずみの物　
　　・賞味期限切れの食品　・冷凍食品　・青果物（野菜など）
●問い合わせ
　◇フードバンクさくら
　　社会福祉協議会本部  TEL 686−2670　氏家支部  TEL 682―2217
　※食品の受取りをご希望される方は、下記のお電話番号までお問い合わせください。
　◇生活困窮者自立支援窓口　TEL 601−7123（直通）

多くの食品の寄贈ありがとうございました！
＊フードバンク開設時より10月末までの分を掲載
させていただきます。（敬称略、順不同）
 ご提供者様 　JAしおのや女性会　SAKUTOMO
愛美会　荒井良忠　荒川明英　荒巻亨　石橋奈央子
市川佳子　市村吉二　伊東俊吾　岩崎有良　植木武　
上野恵美　上野光一　大木修　大久保なをみ
大村加代子　大山純子　小澤政広・早苗　加藤茂之
菊池光　君嶋福芳　桑久保キイ　更生保護女性会
小林行雄　櫻井清美　さくら市役所職員の皆様
さくら市社協職員　さくらママtime　笹沼英次
佐藤育利　専念寺　添田一　ダイナム　田崎良美
永井妙子　中澤範子　長島敦子　中田秀幸
長山ゆか　西導寺　檜山里美　深尾淳
普濟寺髙橋秀城　訪問看護S卯の郷　保健センター
矢吹　山口昭子　遊座広美　横山智子　吉永イサ子　
ライオンズクラブ　匿名多数

●三菱ふそう労働組合
　本社支部 様

●連合栃木なんたい
　地域協議会 様●和光メガネ 様

老眼鏡老眼鏡
50個50個

たくさん
の

ご寄付
ありがと

う

ございま
した！

　フードバンクさくらの開設から10月末までにお米や缶詰など約395kg、
131件の食品の寄贈をいただきました。寄贈いただいた食料は賞味期限別

に分けて、倉庫で保管しています。また、寄贈いただ
いた食品は希望者の方々へこれまでに116件、1558
品数の食品提供を実施しております。


