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令和２年度赤い羽根共同募金
会議のようす

今年も皆さまの温かいご支援とご協力をお願いいたします
皆さまの温かい心が込められた募金は、高齢者や障がいのある方、児童・青少年の
支援活動などのほか、誰もが地域で安心して暮らすための福祉のまちづくり活動など
にも役立てられています。



区名

普通会員 特別会員 寄　付
合　計500 円以上

1,000 円未満 1,000 円以上 500 円未満

世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円

友 沼 370 185,000 1 1,000 0 0 371 186,000 

松 原 690 345,000 2 2,000 13 3,155 705 350,155 

新 橋 1,008 504,300 15 19,000 211 49,590 1,234 572,890 

野 木 436 218,000 3 3,000 0 0 439 221,000 

野 渡 366 183,000 0 0 0 0 366 183,000 

南赤塚 537 268,500 0 0 0 0 537 268,500 

中 谷 95 47,500 1 1,000 0 0 96 48,500 

丸林東 697 348,500 6 6,000 322 79,000 1,025 433,500 

丸林西 599 299,500 2 2,000 8 1,700 609 303,200 

潤 島 535 267,500 0 0 6 1,100 541 268,600 

若 林 159 79,500 4 4,000 8 800 171 84,300 

佐川野 230 115,000 0 0 0 0 230 115,000 

川 田 148 74,000 0 0 0 0 148 74,000 

区合計 5,870 2,935,300 34 38,000 568 135,345 6,472 3,108,645

賛　助　会　員（寄付含） 37 事業所 190,000

総　　　合　　　計 3,298,645

区名

会員（会費） 協力会員（寄付金）
合　計

2,000 円以上 2,000 円未満

世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円

友 沼 0 0 371 186,000 371 186,000 

松 原 1 2,000 715 354,300 716 356,300 

新 橋 4 13,000 1,265 556,350 1,269 569,350 

野 木 0 0 449 224,500 449 224,500 

野 渡 0 0 377 188,500 377 188,500 

南赤塚 0 0 550 275,000 550 275,000 

中 谷 0 0 96 48,000 96 48,000 

丸林東 0 0 1,002 481,800 1,002 481,800 

丸林西 0 0 633 306,700 633 306,700 

潤 島 0 0 537 265,900 537 265,900 

若 林 2 4,000 173 88,800 175 92,800 

佐川野 0 0 230 115,000 230 115,000 

川 田 0 0 148 74,000 148 74,000 

区合計 7 19,000 6,546 3,164,850 6,553 3,183,850

令和2年度

ご協力ありがとうございました
野木町社会福祉協議会会員募集
日本赤十字社会員募集

◦㈱ヒラサワ
◦㈱日誠工業
◦㈲三田商会
◦㈲山田製作所
◦フクダ工業㈱
◦日本ピストンリング㈱栃木工場
◦ゼブラ㈱野木工場
◦坂本香料㈱野木工場
◦㈱伊藤段ボール関東
◦トーセロ・ロジスティクス㈱
◦栄研化学㈱野木事業所
◦寿工業㈱
◦㈱ＣＳＩジャパン
◦杏林製薬㈱わたらせ創薬センター
◦㈲川島自動車工場
◦東洋精工㈱
◦㈱長谷川工業
◦野木神社社務所
◦㈲岩波興業
◦永田運送㈲
◦小山農業協同組合野木支店
◦㈲針谷工務店
◦㈱藤本畜産
◦㈲岡部電器
◦㈱サイサン　野木営業所
◦道浦工業㈱
◦虎屋電機㈱野木店
◦寺田斫工業㈲
◦小山合同タクシー㈱野木営業所
◦㈱栃木銀行野木支店
◦丸和繊維産業㈲
◦㈱ＵＡＣＪ製箔野木製造所
◦㈱アイザックパッケージ事業本部野木工場
◦㈲舘野造園
◦㈲大森造園土木
◦栗田工業㈱クリタ開発センター
◦㈱乃木鈴建設産業

野木町社会福祉協議会
賛助会員　(順不同・敬称略)

社協会員募集・日赤会員募集につきましては、
多くの皆様のご協力をいただき深く感謝申し上げます。

野木町社会福祉協議会会員・会費実績

日本赤十字社野木町分区会員・会費実績

えんじゅクラブ通信
第34回　栃木県老人クラブ大会
栃木県老人クラブ連合会　会長表彰を
当会より2クラブ　1名が受賞しました！！

（左）潤島福寿会　須田様　　　（右）川田和楽会　鈴木会長

　令和2年8月27日　栃木県老人クラブ大会において、次の方々が表彰されました。
　大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら中止となりましたので、
後日、ホープ館において表彰伝達を執り行いました。

◆優良老人クラブ　
　　　川田和楽会　様
◆老人クラブ育成功労者
　　　山中　丑松　様（松原天寿会）
◆広報誌コンクール優良老人クラブ
　　　優秀賞　潤島福寿会　様

受賞者紹介
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成年後見制度とは　Vol.1

成年後見制度の種類

法定後見制度の種類と内容

後　見 保　佐 補　助
対象者

（援助を受ける本人）
日常生活で、判断能力
がほとんどない人

日常生活で、判断能力
が著しく不十分な人

日常生活で、判断能力
が不十分な人

申立てをすることが
できる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人

仕事の内容 財産管理・身上保護

代理権 財産に関するすべての
法律行為

申立ての範囲内で与え
られた法律行為

申立ての範囲内で与え
られた法律行為

同意権
取消権

日常生活に関する行為
以外の全ての行為

（取消権のみ）

法律上で定められた重
要な行為

本人の同意を得たうえ
で、家庭裁判所が定め
た法律行為

身上保護とは
　介護・福祉サービスの利用や医療・
福祉施設への入退所の手続きや費用の
支払いなど、日常生活に関わってくる
契約などの支援

財産管理とは
　本人の預貯金の管理、不動産などの
処分、遺産分割など財産に関する契約
などについての助言や支援

　成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がい等などにより、判断能力が
十分でない人、自分で契約をしたり財産管理をしたりすることが困難な人につい
て家庭裁判所に申立てをして、本人に不利益が生じないよう支援する人（後見人
等）を選任する制度です。

　成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する『法定後見制度』と判断能力が 
あるうちに将来に備えて後見人を定めておく『任意後見制度』があります。

　法定後見制度は、判断能力の程度に応じて『後見』『保佐』『補助』の３つの類型に分けられ、本人や 
親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が支援します。

後見 ほとんど判断ができない人

成
年
後
見
制
度

法定後見制度
（すでに判断能力が低下している人） 保佐 判断能力が著しく不十分な人

補助 判断能力が不十分な人

任意後見制度
（将来の不安に備えたい人）
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　65歳以上の方を対象に、昼食の弁当配達と安
否確認を行うボランティアです！
　現在、41名のボランティアが活動しています。
　月に1回程度のボランティアなので、無理な
く続けることができると思います♪

【日時】　金曜日（月1回程度）
　　　　10時45分～1時間くらい

【場所】　ホープ館集合、解散
【内容】　2人1組での配食活動
　　　　運転・同乗のどちらか、
　　　　または両方

　65歳以上で肢体不自由により車イスを常時使
用しており、公共交通機関を利用することが困
難な利用者を、社協のリフト付き車両により自
宅と医療機関等の送迎を行います。

【内容】　利用者宅から、依頼のあった原則町内
　　　　の医療機関等までの送迎。

【日時】　平日午前8時～午後5時の間で依頼の
　　　　あった時間帯。
　　　　依頼がありましたら事務局から
　　　　ご連絡いたします。

【問い合わせ】
野木町社会福祉協議会　
☎57-3100

【問い合わせ】
野木町社会福祉協議会　
☎57-3100

配食ボランティア募集 外出支援サービス運転
登録者募集

　10月に入り朝晩の冷気も増してきましたね。
良質で栄養価の高い旬の秋の食材を積極的に摂り入れて免疫力をアップ！
インフルエンザや新型コロナに負けない体力をつけましょう‼

【しいたけ】
　・低カロリーで食物繊維豊富。便秘の予防や改善に効果。
　・レンナチンで免疫力アップ（胃がんの抗がん剤として活用）

【さつまいも】
　・さつまいもに含まれる「ヤラピン」という成分と食物繊維の
　　相乗効果で便秘改善。
　・ビタミンＣ、Ｅ…美容効果
　　アントシアニン（紫芋）…がん、生活習慣病予防

【キウイ】
　・栄養価トップクラス。ビタミンＣは、みかんの倍。風邪予防、
　　疲労回復、肌荒れに効果。
　・食物繊維…便秘解消　
　・カリウム…むくみ解消

【栗】
　・疲労回復効果のあるビタミンＢ1が豊富。
　・ビタミンＣ…疲労回復、美容効果
　　タンニン…がん予防、老化防止

【さんま】
　・食べてアンチエイジング。ＥＰＡ、ＤＨＡが豊富。
　・悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを
　　増やす。血液サラサラ効果。
　・ビタミンＡ、Ｅ…がん予防、老化防止

旬の食材で免疫力アップ！

特に
運転の方
募集中！
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●相談は無料・秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が必要です
また、相談については原則として１人
２回（令和2年度内）とします

『ふれあい福祉総合相談』のお知らせ
野木町社会福祉協議会では、日頃から抱えているいろいろな悩みや問題について、相談に応じられるように「ふれあい福祉総合相談」を開設しています。

ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河
GS

図書館

線
号
４
道
国

駅
木
野

署
防
消

野木町社会福祉協議会
(野木町老人センター内 )

電　話　57-３１００
ＦＡＸ　57-３１０１

場所・問い合わせ先

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 ボランティア保険の加入や、社会福祉支援
活動等に関する相談のある方

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 生活資金や日常金銭管理に心配のある方

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 介護に関する相談のある方

毎月第１水曜日　午前10時～正午

毎月第３木曜日　午前10時～正午

家庭の悩み　心配ごとのある方

法律に関わる相談のある方
予約が必要ですので、下記までご連絡ください。法律(弁護士)相談

ボランティア相談

心配ごと相談

介護相談

生活資金・
地域福祉権利擁護相談

相談日・時間相談種別 相談内容

ペットボトルキャップ
回収のご報告
ペットボトルキャップ
回収のご報告

シトラスリボンプロジェクトシトラスリボンプロジェクト

≪6月2日回収≫　32㎏／13,760個
≪9月16日回収≫ 65㎏／27,950個

ワクチン（ポリオ（小児麻痺）） 9.7人分

　コロナ禍で生まれた差別や偏見を防ぐために、愛媛県でつくられた
プロジェクト。３つの輪は「地域」「家庭」「職場・学校」を表現していま
す。現在、野木町生活環境課と協働し、このプロ
ジェクトに賛同してくださった皆様に制作
していただいています。見かけた際には
ぜひ手に取って、身に着けてくださいね。
次号、詳細を掲載しますので
お楽しみに・・・。

・栃木県退職公務員連盟小山支部 スタッフ一同 …タオル80本
・JUNCTION HAIR GALLERY美容室 スタッフ一同 … 8,880円
・NPO法人フードバンクうつのみや …非常食セット150箱

・JUNCTION HAIR GALLERY美容室 スタッフ一同 … 8,880円
・匿名　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・間仕切り板

８月

・JUNCTION HAIR GALLERY美容室 スタッフ一同 … 8,880円
９月

・渡邉会計事務所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円
10月（～15日）

６月

・匿名　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・JUNCTION HAIR GALLERY美容室 スタッフ一同 … 8,880円

（敬称略） ７月善意の寄付善意の寄付
ありがとうございました!！ありがとうございました!！

「広報音訳ＣＤ」を

　　配布していま
す「広報音訳ＣＤ」を

　　配布していま
す

　朗読の会「のぎく」では、目が不自由な方などを対象に
『広報のぎ』や『社協情報誌ぽけっと』などを、ＣＤに音訳、
録音して自宅までお送りしています。利用料金は無料です。
ＣＤを希望の方は、お気軽に野木町社会福祉協議会

（☎57-3100）までお問い合わせください。

社会福祉法人
野木町社会福祉協議会

〒329-0101
栃木県下都賀郡野木町大字友沼5840-7（ホープ館）
TEL.（0280）57‒3100　FAX.（0280）57‒3101
●企画・編集／野木町社会福祉協議会
令和２年10月29日発行
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