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　いこいの郷にて、絵てがみクラブの方を講師にお招きし、町内の小学生が

絵てがみ製作をしました。出来上がった絵てがみは、町内のひとり暮らし高

齢者の方へ郵送しました。（関連記事P．２）

contents publication目 次

絵てがみ交流事業のようす

発 行



2

平成 28 年度　地域歳末たすけあい募金運動のご報告
　１2 月に行われた、地域歳末たすけあい募金運動にご協力いただき、ありがとうございました。今年度は「つ

ながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガンのもと、行政区を通して町民の皆さま、法人の方々

にご協力をいただき、合計１，０５０，３５４円の募金が集まりました。

戸別募金　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計　　　８０２，６００円
新宿 ３５，０００ 元阿保 ５４，６００
池田 ４９，６００ 八日市 ７０，０００
二ノ宮 ３０，６００ 原新田 ２０，０００
新里 ５９，２００ 熊野堂 ３３，４００
前組 ２８，２００ 元原 ３３，０００
中新里 ２１，０００ 渡瀬本町 ３０，０００
小浜 ２５，２００ 渡瀬仲町 ２２，０００
貫井 ９，０００ 渡瀬上町 ４６，０００
植竹 １００，０００ 下阿久原 ３８，４００
肥土 ２０，０００ 上阿久原 １９，２００
関口 ３３，６００ 矢納 １２，０００
四軒在家 １２，６００

篤志募金（個人・団体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  合計　　　２４７，７５４円
匿名希望 １0，０００ 匿名希望 ３５４
植竹第４ゴルフ親睦会 １0，０００ 龍宝寺 ２８，０００

大光普照寺 １００，０００ 石重寺 １５，４００

普門寺 ４９，０００ 長慶寺 ３５，０００

歳末たすけあい事業として、以下のような事業を行いました。

見舞金配布事業
　①就学援助を受けている世帯　　　　　　　　　　　　２５世帯　　９２人
　②生計中心者が病気・失業等支援が必要な世帯　　　　　６世帯　　　８人
　③生活保護廃止になって１年未満の世帯　　　　　　　　１世帯　　　４人
　④７５歳以上の高齢者のみ低所得世帯　　　　　　　　　５世帯　　　７人

総額　５９２，０００円

絵てがみ交流事業　　 　平成２８年 12 月 22 日（木）、町内の小学生が１４名参加し、町内のひ　 
 　　　　　　　　　 とり暮らし高齢者（登録者）の見守りと交流、年末年始のご挨拶を兼ね　 
           た絵てがみを郵送しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵送件数　　　　８４件

親子ふれあいクッキング　　平成２９年２月４日（土）、町内の小学生親子が、上里町にあるカン   
                    ターレのクッキングスタジオで､ 専門の先生からパン作りを学びまし
                                   た。参加申し込みがアッという間に定員に達し、とても好評でした。　　　　　　　

参加親子　　　　12 組
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1 月 20 日（金） 

小浜サロンでは、雅楽が

行われました♪ 

生で鑑賞するととても迫

力があり、会場中が感動

につつまれていました。 

10 月 22 日（土） 

貫井サロンでは敬老会が

行われました。 

すてきな慰問がたくさん

あり、とても盛り上がっ

ていました。

11 月 9 日（水） 

住居野サロンでは、救命

救急講習と炊き出し訓練

が行われました。

心肺蘇生の訓練をした後

に非常食の食事を作って

食べました。 

12月 19日（月） 

むつみ会では、お正月飾

りを作りました！

とても立派なお正月飾り

が完成し、皆さんとても

嬉しそうでした。 

むつみ会

住居野サロン

貫井サロン

小浜サロン

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
　 活動報告

ていました。

第２回
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　神川町社協としては今後どのような変更があるのでしょうか。
　以下に経営組織のあり方の見直しについて説明します。

※１定時評議員会とは…
　毎会計年度終了後 3 ケ月以内に招集され、決算等の承認を行うために必ず開催する必要がある
評議員会のこと。神川町社協では、6 月に開催をする予定です。
　今回の改正で、評議員の権限が強化されます。評議員会と理事会の役割については、
次のページをご覧ください。

①理事・監事・評議員の定数
現在の定数 改正法での定め 神川町社協

理　事 １５ 名 6 名以上 10 名以上 14 名以内
監　事 2 名 2 名以上 2 名

評議員
40 名

※理事の 2 倍を超える数
7 名以上

※理事を超える数
15 名以上 1８ 名以内

②理事・監事・評議員の任期
現在の任期 改正法

理　事 2 年
2 年（選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する
         定時評議員会※１の終結の時まで）

監　事 2 年
2 年（選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する
         定時評議員会※１の終結の時まで）

評議員 2 年
4 年（選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する
         定時評議員会※１の終結の時まで）

社会福祉法人制度改革について
【主な内容】
１　経営組織のあり方の見直し
　　・理事・理事長（会長）に対するけん制機能の発揮
２　事業運営の透明性の向上
　　・財務諸表の公表等について法律上明記
３　適正かつ公正な支出管理（財務規律の強化）
　　・いわゆる内部留保の明確化
　　・社会福祉事業への計画的な再投資
４　地域における公益的な取り組みを実施する責務
　　・社会福祉法人の本旨に従い、他の主体では困難な
　　　福祉ニーズへの対応を求める
５　行政関与の在り方
　　・所轄庁による指導監督の機能強化

　社会福祉法人制度を大きく改革する
法案が平成 27 年 4 月 3 日に国会に提
出され、平成 28 年 3 月 3１ 日に成立
し、交付されました。改正された法律

（社会福祉法）が施行されるのが平成
29 年 4 月 1 日（※一部は施行されて
います）となるため、神川町社協にお
いても、法改正に合わせた事務作業を
行っております。
　今回は、その内容について説明した
いと思います。
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選出区分 選出定数（人以内）
構成組織 選出団体 理　事 監　事 評議員

住民代表的な性格の強
いもの

自治会 １ ２
婦人会 １

福祉専門機関・関係団
体的性格の強いもの

民生委員・児童委員協議会 ２ １ ２
福祉関係行政 １
社会福祉施設 １ ２
ボランティア団体 １ １
赤十字奉仕団 １

当事者団体的性格の強
いもの

障害者団体 １
老人クラブ １ １
福祉教育推進員 １
遺族会 １

関連分野団体

教育委員会 １
保護司会 １ １
更生保護女性会 １
人権擁護委員 ２
行政相談員 １
母子愛育会 １

その他
行政 １
議会 ２
学識経験者 １ １

合　　　計 １4 ２ 18

③評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会の関係
※役員＝理事・監事

④神川町社協の理事・監事・評議員は次の基準により選出され、各機関で選任手続きを　  
　経て就任いただきます。

理事会
会長

監　事

評議員会 評議員選任
解任委員会

監査機関

◯役員候補者の推薦の提案
◯役員の解任の提案

○外部委員等の選任
○評議員候補者の推薦の提案
○評議員の解任の提案

◯役員の選任・解任

◯評議員の選任・解任
議決機関

業務執行機関
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　平成28年１0月23日（日）、ゆ～ゆ～ランドで開催
されたコスモス祭りで、すいとんの炊き出しを行い
ました。布絵本グループによる製作品も販売し、売
り上げは義援金として送金しました。

　平成28年１0月30日（日）､
深谷ビックタートルで「炊
き出しサミット20１₆」が
開催され奉仕団はカレー
ライスの炊き出し実演を
行いました。近隣奉仕団
との交流会もあり、様々
な情報交換を行いました。

　平成28年１１月５日（土）、
日本赤十字社埼玉県支部
主催の｢平成28年度 赤十
字救急法競技会｣が行わ
れました。救命手当の普
及を目的に日々活動に励
んでいる団員は、気持ち
をひとつにして参加しま
した。惜しくも入賞は逃
してしまいましたが、日
頃の練習の成果を十分に
発揮することができまし
た。

　平成28年１2月１日（木）～22日（木）に、神川町
中央公民館展示室にて、奉仕団活動の紹介を行いま
した。支援活動を行っている写真や資料、布絵本グ
ループによる製作品の展示をしました。ご来場いた
だいた皆さまに、奉仕団の活動を知っていただくこ
とができました。
　奉仕団では、随時団員の募集をしております。
　ご自身のペースで活動していただけますので、お
気軽に社協（神川町赤十字奉仕団事務局）までご連
絡ください。

　炊き出しテントで、子ども向けの試着体験を行い
ました。社資（日本赤十字社への寄付）にご協力く
ださった方には、写真撮影を行い、記念として差し
上げました。大人の方も着られるサイズもあり、親
子で撮影された方もいらっしゃいました。子ども達
の試着した姿に微笑む、親御さんの笑顔が印象的で
した。

　皆さまには毎年５月に日本赤十字社資増強運動と
して寄付金（１世帯２００円）にご協力いただいて
おります。ご支援いただいた寄付金は赤十字の活動
に役立てられています。これまで赤十字の支援者を
「社員」とお呼びしておりましたが、平成２９年４
月１日から「会員」に変更となりました。（世帯に
対する寄付金協力に変更はございません。）
※日本赤十字社埼玉県支部発行の周知用チラシを毎　  
　戸配布（１月）させていただきました。
　なお、社資の納入については各区長さんを通じて　　  
　行っていただいております。

コスモス祭り

炊き出しサミット

救急法競技会

神川町赤十字奉仕団活動ＰＲ展示

赤十字救護服・ナース服　試着体験

 社資名称変更についてのお知らせ
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　平成29年１月29日（日）に新潟県長岡市山古志にあ
る雪かき道場へ小学４年生以上の１7名と行ってきま
した。お天気にも恵まれ汗をかきながらスコップ、ス
ノーダンプの使い方を学びました。

　神川町ボランティアセンターでは、下記のような事業を行っています。

　平成28年９月９日の開講式から始まり、１１月９日に
閉講式が行われ、今年度も児玉郡市在住・在勤の１0名
︵内２名神川町在住︶の方にご参加いただきました。２
月４日（土）には、支援ボランティア登録者向けの、
フォローアップ講座も開催されました。

開講式のようす 特別支援学校
校内見学

集合写真 雪かきの様子

日　時　：　平成₂₉年３月1₂日（日）
　　　　　　午前９時集合
場　所　：　神川ゆ～ゆ～ランド
主　催　：　児玉地域ボランティア連絡協議会
申込み　：　神川町社協まで
持ち物　：　動きやすい服装、軍手、トングなど
　　　　　※ゴミ袋は主催者が用意します

雪かき道場へ
　　行ってきました。

共学支援ボランティア
養成講座を行いました。

ゴミ拾いボランティア
参加者募集

神川町ボランティアセンターをご活用ください

相談相談相談 登録・育成・支援登録・育成・支援登録・育成・支援 収集・受付収集・受付収集・受付

ボランティア保険ボランティア保険ボランティア保険 福祉教育福祉教育福祉教育 助成助成助成

　ボランティアを行いたい、ボ
ランティアを頼みたいという個
人、団体、施設等の相談に応じ
ます。

　ボランティアの個人登録、団
体登録を行ってます。また、ボ
ランティアに関する講座、研修
を開催しています。

　ペットボトルキャップ､使用済
み切手､使用済みインクカート
リッジ､寄付物品等を受付て受入
れ先への送付をしています。

　ボランティア活動保険、行事
保険等の加入手続きを行ってい
ます。

　小中学校の福祉教育（総合的
な学習の時間）の支援、資材準
備、連絡調整等

　ボランティア団体、福祉活動
協力校等へ助成を行っていま
す。
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・神川町に在住する支援が必要な₆５歳以上の方
・障害のある方
・病気や出産などで一時的に支援が必要な方

・簡単な調理
・洗濯・布団ほし
・部屋の掃除、整理整頓
・買い物代行
・外出時の付き添い
・草むしり等、庭の簡単な手入れ
・日常生活上の手続きの援助
・話し相手・見守り
その他簡易なサービスとなります。

①　福祉サービス利用援助
　　福祉サービス利用のお手伝いをします。
②　日常生活上の手続き援助
　　日常の暮らしに必要な事務手続きのお手伝　　　 
　   いをします。
③　日常的金銭管理
　　日常の暮らしに必要なお金の出し入れをお 
      手伝いします。
④　書類預かりサービス
　　大切な書類などをお預かりします。
※契約締結後、支援計画に基
　づく援助の利用に必要な費
　用は、利用者の負担です。

サービス利用時間　平日午前９時から午後５時まで
　　　　 利 用 料　１時間500円。　
商工会の発行する地域商品券で協力会員に謝礼をします。

　認知症高齢者や知的障害、精神障害のある判断能
力が不十分な方が地域で自立した生活が送れるよう
に以下のようなお手伝いをします。

　介護支援ボランティアの活動で得たポイント
を、神川町社協宛にご寄付をいただきました。
匿名希望の方　２名より　　　　　　計3,000円

・埼玉土建本庄支部神川分会様　　　　9,650円
・金井幸美様　　　　　　　　　　　　5,984円
・児玉郡市リズム&なわとびクラブ　 50,000円

　　盲人ホーム　ひとみ園へお届けしました。

　・大人用紙おむつ

※受付順に記載しております。

　　埼玉県立本庄特別支援学校へお届けしました。

事業の目的を理解し、支え合いサービスに協力していただける方を募集しています。
謝礼として、サービス提供時間1時間につき地域商品券（額面500円）１枚を受け取
ることができます。なお、商品券は町内の2１店舗のお店で使う事ができます。

元気な高齢者等のボランティアが、普段の生活でのちょっとした困りごとや
支援が必要な方に対して、暮らしを応援する事業です。

～あんしんサポートネット～

神川町みんなで支え合いサービス事業

福祉サービス利用援助事業
善意をありがとうございます

利用できる方（利用会員）※事前登録必要

利用について

介護支援ボランティア　ポイント交換寄付

現金寄付

使用済み切手

物品寄付

使用済みインクカートリッジ

利用できるサービス

協力会員募集中

　平成28年３月～１2月までに計　４７３　㎏の
ペットボトルキャップが集まりました。ワクチン
に換算すると約　２３６　人分となります。

ペットボトルキャップ回収




