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今回の第26号から、アルファベット表記の増加や数字の見やすさを考慮し、
横書き左綴じを採用しました。

　夏休みの期間を利用して、ボランティア体験
プログラムを今年も行いました。
　小学生～大学生まで、総勢 146 名の参加があ
りました。体験プログラムのメニューとしては、
ボランティアスクール、ワークキャンプと２つ
のテーマで、25 の体験コースを用意しました。
　詳細は６・７ページをご覧ください。

かみかわボランティア

　　体験プログラム 2016

contents publication目 次 発 行

小学生ボランティアスクール
（８月４日開催）

中高生ボランティアスクール
（８月18日開催）
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平成 28 年度　 社協会費のご報告
　８月を社協会員募集強化月間として、会員の募集を行いました。会員の募集に
おいては、行政区や法人の皆さまにご協力をいただきありがとうございました。
　集まった会費は、「皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を
進めるために活用させていただきます。
　なお、会員の募集は年間を通じて行っております。賛助会員、法人会員としてご協力頂ける方がいらっしゃ
いましたら、社協までご連絡ください。

平成28年10月31日現在

（敬称略）

普通会費（行政区別）　　１口　３００円（１世帯あたり）　　合計　１，１３６，１００円      （単位 円）

新宿 ５２，５００ 元阿保 ８２，５００
池田 ６０，０００ 八日市 ７５，０００
二ノ宮 ４６，８００ 原新田 ３０，０００
新里 ８９，１００ 熊野堂 ５０，０００
前組 ３９，０００ 元原 ３０，０００
中新里 ３１，５００ 渡瀬本町 ４５，０００
小浜 ４３，０００ 渡瀬仲町 ３３，０００
貫井 １２，０００ 渡瀬上町 ６９，０００
植竹 １５０，０００ 下阿久原 ５８，８００
肥土 ２６，４００ 上阿久原 ２８，８００
関口 ５０，１００ 矢納 １８，０００
四軒在家 １５，６００
賛助会費（個人）　　　１口　１，０００円　　　　　　　　　合計　３３，０００円
中新里 ８，０００ 元阿保 ６，０００
肥土 １１，０００ 下阿久原 ４，０００
関口 ２，０００ 窓口受付 ２，０００
法人会費　 　　　　　１口　５，０００円～　（50 音順）　 　合計　３４８，０００円
朝日工業㈱埼玉事業所 ㈲新井設備工業 ㈱石田屋  福 和泉の会いずみ

オートサービス藤本 ㈲落合 ㈲カナイ電気工業 ㈱カネザワ

㈲かみかわスポーツ  福 神流福祉会神川フロンティア 神川町商工会 関東日精㈱

かんな接骨院  福 神流福祉会いろりの友 北嶋建材工業 ㈲こい家

㈱コスモフーズ埼玉神川工場 埼玉ひびきの農業協同組合神川支店 ㈲埼北陸自  医 喜光会さかもとクリニック

グループホームさくらプラザ 島崎商会 十条ケミカル製造㈱ 関根内科外科医院

㈱大協  宗 大光普照寺 田中自動車塗装工業㈲ 田中モータース

㈲田中屋商店 ㈱田村薬局  福 つどい福祉会つどい 朝日ビジネスサポート㈱

富永クリニック ㈱ななくさの郷 ㈱日本マイカ製作所 貫井観光開発㈱

㈱ハーヴィインターナショナル埼玉工場 ㈱はせがわ ㈱馬場商店 ㈲福島養鶏育成センター

 宗 普門寺 フリージア㈱ありの実デイサービス 報徳石産㈱ ㈱ボッパーズ

㈱松本興業 丸栄コンクリート工業㈱埼玉工場 ㈲みつば自動車 茂木建設㈱

㈲森鉄工所 吉田医院 ㈲四方田自動車  福 ルピナス会障害者支援施設ルピナス神川ホーム

（　）

（　）

（　）

（　）

（　）

（　）

（　）

（　）
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　町民の皆さまや団体等から寄せられた歳末たすけあい募金は、新たな年を迎える時期に、支援を必要
とする人たちが、地域で安心して暮らすことができる福祉事業の取り組みとして行われています。

歳末たすけあい配分事業

親子クッキング

絵手紙交流事業

地域歳末たすけあい【見舞金贈呈事業】

１月の募集予定

申請はお済みですか？

募集中

　対象者で支援を必要としている方（世帯）に見舞金を贈呈します。
　対　象
　①就学援助を受けている世帯
　②生活中心者が病気療養又は失業のため支援を必要としている世帯若しくは住宅火災等の被災を
　　受けて支援を必要としている世帯
　③過去に生活保護を受給し、保護廃止になって１年未満の世帯
　④75歳以上の高齢者のみの世帯で、昨年の収入が１人当たり80万円以下で支援を必要としている　　　
　　世帯
　申請期間　　平成28年10月17日㈪～11月25日㈮
※詳しくは、毎戸配布された◇地域歳末たすけあい【見舞金贈呈】のお知らせ兼申請書をご覧くだ　
　さい。

　ひとり暮らし高齢者の見守りと交流を絵手紙を通して行いたいと思います。
絵手紙の先生に教えていただきながらの制作なので絵に自信がなくても大丈夫です。
温もりのこもった絵手紙を楽しみながら書いてみませんか？
　対　象　小学生～中学生
　日　時　12月22日㈭　午後１時30分～午後３時30分
　定　員　20名（先着順）
　会　場　いこいの郷
　問合せ　神川町社協までお電話ください。

　子どもとふれあう時間をつくりたい！！お菓子の楽園『カンターレ』のおしゃれ
なキッチンで、親子でクッキングしませんか。皆さんの参加をお待ちしています♪
　 対　象　　小学生以上のお子さんと大人２人１組
　 日　時　　２月４日㈯　13時～（３時間程度）
　 定　員　　12組（先着順）
　 会　場　　上里カンターレ　２階クッキングスタジオ
                  （児玉郡上里町勅使河原1000‐2）
　メニュー　 パン　（小麦・卵・乳を材料に含みます）
　 費　用　　ペアで：500円　　
　 問合せ　　神川町社協までお電話ください。　

申し込みは

１月からです。



　９月30日㈮、町内で65歳以上のひとり暮らしの方を対象とした昼食会を「金寿司」にて開
催いたしました。39名の参加があり、にぎやかな時間をすごしていただきました。
　28年度は昼食会を２回、旅行を１回計画しております。ぜひご登録の上ご参加ください。
※旅行の募集は締め切りました。次回の昼食会は２月～３月を予定しています。

「神川町をよくするため
」に共同募金の配分で行われている事業紹介「神川町をよくするため
」に共同募金の配分で行われている事業紹介
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赤い羽根共同募金運動

◇団体からも募金が寄せられました。ご協力ありがとうございました。
・昭和 26 年度　丹荘中学校卒業生（2・6）一同代表　関口　利男　様　　１８３，１０４円

　今年も 10 月１日から、全国一斉に赤い羽根共同募金運動がはじまり、期間は３月 31 日まで
となっております。共同募金は、あらかじめ地域ごとに使い道と集める額を定めて募金運動を実
施しています。

　10 月１日～ 10 月 31 日の強化月間に各行政区から多くの募金が寄せられました。
　ご協力ありがとうございました。

行政区別　１口350円（１世帯あたり）　　合計　１,３３５,１００円　  　   　（単位 円）
新　宿 ６１, ２５０ 植　竹 １８０, ０００ 元　原 ４０, ０００
池　田 ８６, ８００ 肥　土 ３５, ０００ 渡瀬本町 ５２, ５００
二ノ宮 ５４, ６００ 関　口 ５８, ８００ 渡瀬仲町 ３８, ５００
新　里 １０３, ９５０ 四軒在家 ２２, ０５０ 渡瀬上町 ８０, ５００
前　組 ５２, ８５０ 元阿保 ９６, ２５０ 下阿久原 ６７, ９００
中新里 ５０, ０５０ 八日市 ７０, ０００ 上阿久原 ３３, ６００
小　浜 ４４, １００ 原新田 ２０, ０００ 矢　納 ２０, ６５０
貫　井 １５, ７５０ 熊野堂 ５０, ０００

ひとり暮らし高齢者昼食会

　９月30日㈮、町内で65歳以上のひとり暮らしの方を対象とした昼食会を「金寿司」にて開　９月30日㈮、町内で65歳以上のひとり暮らしの方を対象とした昼食会を「金寿司」にて開

平成28年10月31日現在



9 月 29 日（木）

関口サロンでは、朗読劇

が開催されていました。

すごくよかったという声

がたくさん聞こえていま

した。カラオケも始まり、

とても楽しそうでした。

９月２日（金）

新里サロンではＤＶＤの

上映会が行われました。

涙がでるくらい大きな笑

いに包まれていました。

９月15日（木）

元阿保サロンでは大正琴

の演奏が行われていまし

た。息のあった素敵な演

奏でとても感動しました。

９月15日（木）

池田サロンでは、お寿司

作りが行われていました。

おいしそうな太巻きが沢

山作られていました。

池田サロン

元阿保サロン

新里サロン
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関口サロン

　ふれあいを通した生きがいづくり・仲間づくり・介護予防の拠点
として「ふれあい・いきいきサロン」が町内14ヵ所で実施されてい
ます。興味をお持ちの方は、最寄りのサロン、
もしくは社協までお問い合わせください。

ふれあい

いきいきサロン

　ふれあいを通した生きがいづくり・仲間づくり・介護予防の拠点



８月17日㈬　18日㈭　＊２日間＊
普通救命講習：児玉広域消防署へ講習を受けに行き、
修了証をいただきました。
炊き出し訓練：１日目はラーメンを、２日目はカレー
ライスをハイゼックス（非常用炊き出し袋）を使って
作りました。
避難所運営ゲーム：HUG という紙面上で行う避難所の
シュミレーションゲームを行いました。
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の

　ボランティアスクールでは、町内の赤十字奉仕
団の方やボランティアグループとして登録してい
る団体の方に、炊き出し訓練のお手伝いをしてい
ただきました。また、保育ボランティアでは、新
たに町内の学童保育所も受け入れをしていただき、
施設ボランティアも昨年よりも多くの施設にボラ
ンティアを受け入れていただけました。

８月４日㈭
着衣泳：児玉広域消防署の講師をお招きし、丹荘小学
校のプールで行いました。
炊き出し訓練：カレーライスをハイゼックス（非常用
炊き出し袋）を使って作りました。
８月８日㈪
野生動物について：町の防災環境課より講師をお招き
し、神川町の現状について学びました。
炊き出し訓練：ケチャップごはんを作りました。

ボランティアスクールⅠ　対象：小学校４年生～６年生

ボランティアスクールⅡ　対象：中学生～高校生
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＊受け入れにご協力いただいた施設＊

青柳保育所・丹荘保育所・渡瀬保育園
神川幼稚園・青柳学童・丹荘学童
梨の実クラブ・渡瀬学童

ご協力ありがとうございました。

＊受け入れにご協力いただいた施設＊

ありの実デイサービス・いこいの郷デイサービ
ス・いずみ・いろりの友・老健かみかわ・ケア
ステーションあさひ神川・デイサービス梨花・
ゆうゆう倶楽部・らんらん倶楽部・わたど・つ
どい・神川フロンティア・ルピナス神川ホーム

ご協力ありがとうございました。

ワークキャンプ：保育ボランティア

ワークキャンプ：施設ボランティア
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　身近に起こりうる大雪災害。神川町でも平成26
年に大雪が降った記憶はまだあたらしいはず！今
後の大雪に備えて雪かきの方法を雪国である新潟
へ行って学んでみませんか？

日　付　平成29年１月29日㈰
行　先　新潟県長岡市（山古志地区）
対　象　小学４年生～６年生　先着10名
参加費　500円（保険料込み）
申込み　平成28年12月１日㈭～
　　　　　　　　　平成29年１月６日㈮
申込先　神川町社協まで
　　　　※今後の持ち物、集合時間等の連絡を行　　
　　　　　う為、原則メールにてお願いします。
            　 vc@kamikawa-shakyo.or.jp
           　 メールが出来ない場合は、お電話にて受　　
　　　　　付けます。

日　時　平成28年12月11日㈰
　　　　午後６時～９時
　　　 （受付：午後５時30分～）
会　場　Hanafarm Kitchen（ハナファームキッチン）
　　　　本庄市本庄３ー７－47
　　　　(本庄駅北口より徒歩10分)
対　象　真剣に結婚を考えている
　　　　20歳代～40歳代の独身男女　各20名
　　　　※応募多数の場合は抽選
参加費　男性　５，０００円
　　　　女性　３，０００円
申込み　11月７日㈪～30日㈬まで
　　　　神川町社協にて受付
　　　　※運営の都合により３日前よりキャンセ　　
　　　　　ル料が発生します。

　今までの振り込め詐欺は孫等を騙
かた

って現金を振
り込ませる手口がほとんどでしたが、最近になっ
て、警察官や銀行員・弁護士等を騙

かた
ってキャッ

シュカードや現金を騙
だま

し取るという手口が増えて
きています。振り込め詐欺の手口はいつも同じで
はありません。お金を要求する１カ月も前から電
話番号が変わったという連絡を入れたり、警察官
を騙

かた
って何度も電話をして信用させたりと、あら

ゆる手段を使ってあなたを騙
だま

そうと企んでいるの
です。

埼玉県警察ホームページより

　◆電話を受けてもあわてない
　◆お金はすぐに振り込まない、渡さない
　◆本人に直接会って、又は元の番号に電話を　
　　かけて事実を確認する
　◆家族や警察に相談する

あなたを守る「振り込め詐欺４か条」

職　種：訪問介護員 ( ホームヘルパー )
資　格：次の①～③のうちいずれかの資格と
            普通自動車運転免許（AT 限定可）
　　　　を有する者
　　   ①訪問介護員養成研修１級又は２級修了者

　　　②介護職員初任者研修又は実務者研修修了者

　　　③介護福祉士

賃　金：時給1,250円　日曜・祝日は300円ＵＰ♪

　　　　（但し、6 ヶ月の試用期間中は 1,200 円）
　　　　その他諸手当あり
年　齢：定年は満 65 歳です。
　　　　やる気のある方なら、
　　　　60 歳代でもお待ちしています。
就業日時：8:00 ～ 18:00 の間で要相談
　　　　土日勤務できる方大歓迎♪
就業場所：神川町内
申込み：神川町社協まで

雪かき体験
　参加者募集！

婚活イベント参加者募集

Christmas Party

私たちと一緒に
　働きませんか？

最新振り込め詐欺手口にご注意！

：定年は満 65 歳です。
　　　　やる気のある方なら、
　　　　60 歳代でもお待ちしています。

：8:00 ～ 18:00 の間で要相談

　　　　　う為、原則メールにてお願いします。
            　
           　 メールが出来ない場合は、お電話にて受　　
　　　　　付けます。

冬のボ
ランテ

ィア

スクー
ル


