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夏休みボランティア体験プログラム開催中！！

平成 29年７月　九州北部豪雨災害および秋田県大雨災害における義援金受付中



2

平成 28 年度事業報告
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ふれあいいきいきサロンの様子

ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅で沼田へ

小学生によるデイサービスへの慰問

ボランティア団体による慰問
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平成28年度決算

平成2９年度　日本赤十字会員増強運動のご報告
　５月を強化月間として行われた、日本赤十字会員増強運動にご協力いただき、ありがとうございました。お寄
せ頂いた募金は、災害救護活動・血液事業・いのちを守る講習等の普及、推進に役立てられています。法人の方々
からの活動資金、社協内に設置の募金箱でも引き続きご協力をお願いいたします。
戸別募金（字ごと） 合計 ８５６，８００円
新宿 ３５，０００ 植竹 ９８，６００ 元原 ４６，４００
池田 ５１，２００ 肥土 ２４，２００ 渡瀬本町 ２９，０００
二ノ宮 ３１，０００ 関口 ４４，０００ 渡瀬仲町 ２０，０００
新里 ５９，２００ 四軒在家 １６，２００ 渡瀬上町 ４６，０００
前組 ３３，８００ 元阿保 ５５，２００ 下阿久原 ３９，８００
中新里 ２２，０００ 八日市 ８７，０００ 上阿久原 １９，０００
小浜 ２５，０００ 原新田 ２０，０００ 矢納 １１，８００
貫井 ９，０００ 熊野堂 ３３，４００
団体募金・募金箱 合計 ８２，７５１円
神川町赤十字奉仕団 ７８，５００ 社協内設置募金箱 ４，２５１
２９年度ご協力金額 合計 ９３９，５５１円

【支　　出】
科　　　目 決算額（円）

地域福祉活動事業 23,010,364
法人運営 17,928,100
地域福祉活動事業 1,907,655
共同募金配分金事業 1,943,325
生活福祉資金・福祉資金貸付事業 74,000
ボランティアセンター事業 1,157,284
在宅福祉サービス事業 54,849,946

居宅介護支援事業 4,559,435
訪問介護事業 17,766,672
デイサービス事業 29,825,905
訪問入浴事業 869,064
障害福祉サービス事業 1,828,870

その他の活動支出 2,818,418
当期末資金支払残高 24,043,722
合　　　計 104,722,450

【収　　入】
科　　　目 決算額（円）

会費収入 1,532,100
寄附金収入 614,610
県補助金収入 531,000
町補助金収入 17,183,249
助成金収入 127,000
共同募金配分金事業 1,847,325
受託金収入 780,165
貸付事業収入 117,335
事業収入 158,650
介護保険事業収入 36,941,240
障害福祉サービス事業収入 1,686,020
受取利息配当金収入 59,118
その他の収入 204,994
その他の活動収入 9,006,903
前期末資金支払残高 33,932,741

合　　　計 104,722,450
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新役員のご紹介

※敬称略・順不同理事（定数：１０名以上１４名以内　　任期：２年）
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名
区長会 飯島　直樹 老人クラブ連合会 森 勇

民生・児童委員協議会 木村　葉子 教育委員会 髙澤　利藏
民生・児童委員協議会 横山　茂治 保護司会 木村　孝二
福祉関係行政 △櫻澤　典明 行　　政 ○神住　　健
社会福祉施設 荒木　美弘 議　　会 ○山﨑　正弘
ボランティア団体 田村　幸江 議　　会 清水　敏信
障害者団体 安藤　謙一 学識経験者 ◎飯島貴久雄

監事（定数：２名　　任期：２年）
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名
学識経験者 榊原　幸江 民生・児童委員協議会 新井　美範

評議員（定数：１５名以上１８名以内　　任期：４年）
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名
区長会 根岸　孝芳 老人クラブ 飯島　忠一
区長会 須藤勘三郎 遺族会 内藤　　満
婦人会 高橋　成子 人権擁護委員 四方田　勉

民生・児童委員協議会 内海ハル子 人権擁護委員 野口　幸子
民生・児童委員協議会 塚越　　進 保護司会 磯野　　徹
赤十字奉仕団 高橋惠美子 行政相談員 新井　　憲
ボランティア団体 藤田　清子 更正保護女性会 宮下　許江
社会福祉施設 岡部　宇裕 母子愛育会 北嶋真由美
社会福祉施設 小室　　博

評議員選任・解任委員（定数：３名以上４名以内　　任期：４年）
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名
外部委員 山田　良治 外部委員 石井　基完
外部委員 田端　　栄 事務局員 川野　俊彦

◎会長　○副会長　△常務理事

平成２９年６月２２日現在
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ひとり暮らし高齢者事業参加者の募集
　神川町にお住まいのひとり暮らし高齢者を対象とした昼食会や、日帰りバス旅行を行っています。
　今年度は、秋に第1回目の昼食会を開催する予定です。
　登録制になっていますので、まずは登録をお願いします♪

ひとり暮らし高齢者対象者
　・年齢が６５歳以上の方
　・ご自分で歩ける、ご自分で食事がとれる方
　・同一敷地内に家族が住んでいない方
　・おおむね一人で食事をとっている方
　（全ての項目に該当することが必要です。）

　　登録・問合せ
　　　神川町社協

　本庄市、深谷市、皆野町、長瀞町、美里町、神川
町、上里町、寄居町の福祉施設が集まる就職相談
会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、
是非この機会にご参加ください。
○日時：９月16日（土）　12：00～15：00
○場所：はにぽんプラザ　1階多目的ホール
　(本庄市銀座1-1-1　JR本庄駅北口徒歩約5分）
○時間：12：00～12：45　就職支援セミナー
　(福祉現場職員の体験談や福祉の求人動向、就
　職活動のノウハウをお話します。）
　13：00～15：00　就職相談会
　(個別に仕事や求人の内容について聞くことが
　できます。）
○参加費：無料
○問合せ
　社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会

福祉人材センター
　☎048-833-8033
　（月曜日～金曜日10：00～17：00）

　神川町社協では、結婚50周年を迎えるご夫婦
を対象に、金婚式のお祝いとして記念写真撮影
を行い、写真を贈呈いたします。

対象
　・町内に住所のある方
　・昭和42年までにご結婚・入籍された方
　・今までに写真の贈呈をうけていない方

☆詳細は９月１日(金)の区長回覧（毎戸配布）
　にてお知らせいたします。

結婚５０周年を
迎えられるご夫婦の皆さまへ

福祉の仕事・保育の仕事
地域就職相談会

募集がはじまります♪

～高齢者・障害者の施設や保育園で、
地域を支える仕事をしてみませんか？～



の

7

　近年、大雨や地震などによる災害が日本各地で
発生しています。そんな時、各地で活躍しているのが
『災害ボランティア』です。
　『災害ボランティア』とはどんなボランティアで
しょう？
　被災住民の生活復興を目的として様々な形で応援
してくれるのが災害ボランティアです。行政は、地域
住民が安心して生活するために環境を整えて支援を
していかなくてはなりません。しかし、災害時には公
平性を求められるなど個人のニーズに対応すること
ができません。そのような部分へ積極的に介入でき、
ニーズに応じた支援ができるのが災害ボランティア
です。
　今回、実際の被災地にて、災害ボランティアセン
ターの運営に携わり、自らも災害ボランティアとして
活動経験のある社協職員、全国各地の災害復興支
援、防災・減災活動を主な活動としているNPO団体
の方、経験豊富な方々をお招きして、ボランティア活
動の基礎的なことから、災害時のリアルな話などに
ついてお話ししていただきます。
　ボランティア活動のきっかけづくりに、また、災害
に対する知識を豊かなものにするために参加してみ
ませんか？
【全2回講座】
　１回目　11月25日（土）　午前９時～12時まで
　２回目　12月９日（土）　午前９時～12時まで
※会場は現在調整中
【募集】10月になったらチラシを配布します。ご希望
　の方は神川町社協のお問い合わせフォームまたは
　電話にてご連絡ください。

　今年も長い夏休みの期間を利用して、ボラン
ティアに関する様々な体験をしていただくための
プログラムを企画しました。
　ボランティアスクールは町のジュニア消防クラ
ブと共催事業で開催しているものもあります。
小学生向けボランティアスクール
　８/４（金）	着衣泳と炊き出し訓練
　８/21（月）	手話講座と災害食体験
中高生向けボランティアスクール
　８/18（金）	おぢや(新潟県)震災ミュージアム
	 へ行き震災体験を聴く｡(中越地震
	 の語り部さんから）
　８/24（木）	児玉広域消防署にて救命講習受講
施設ボランティア
　町内の福祉施設（高齢者・障害者・子ども）で
３日間のボランティア活動を行う。

　本庄特別支援学校において、地域で暮らす障害者
への理解を深めるとともに、特別支援学校において
活動していただけるボランティアを養成するための
講座を開催します。
【日程】
１ 9/22 ㈮ 10：00 ～12：00 開講式・校内見学等

２ 10/6 ㈮ 10：00 ～12：00 講話
「障害の理解、関わり方等について」

３ 10/13 ㈮ 10：00 ～12：00 講話
「支援籍・インクルーシブ教育について」

４ 10/20 ㈮ 8：45 ～12：00 半日ボランティア体験

５ 10/23 ㈪
	～27 ㈮ 8：45 ～15：30 １日ボランティア体験

※左記期間のうち１日

６ 11/9 ㈬ 10：00 ～12：00 講話・閉講式

詳細は神川町社協までお問い合わせください。
８月１５日（火）～受付開始です。

　町内の小学校において、福祉教育の授業に社協職
員がお手伝いに行きました。
　①５月１１日（木）　青柳小６年生対象
　【授業内容】
　　・ボランティア活動とは
　　・町内にある福祉施設について
　②６月１３日（火）　丹荘小４年生対象
　【授業内容】
　　・障害のある方のお話しを聴く
　　・車いすの操作、乗車体験
　　・アイマスクによる視覚障害体験

災害ボランティアについて
知る！聞く！学ぶ！

共学支援ボランティア養成講座 福祉教育の出前授業を行いました

今年も夏ボラやります！！
やってます！！

青柳小 丹荘小



　日ごろ、当社会福祉協議会事業の推進にあたりましては、町の皆さまや諸団体の皆さま
に多大なご協力を賜り、心からお礼を申し上げます。
　この度、社会福祉法の改正により神川町社協でも4月に評議員、６月から理事等が新た
に選任され新しい法に基づきスタートしました。それに伴い、会長の職を再任させていただ
くことになりました。
　あらためまして、皆さまのご指導ご協力をいただき、職責を務めていく所存でございます。
宜しくお願い申し上げます。
　神川町社協が今後事業に取り組む上で、少子高齢化を見据えた事業展開が大事だと考え
ます。
　2025年には、団塊の世代が後期高齢者となり、高齢化率が32％を越えると予想され
ています。地域福祉を推進していくためには、地域の生活ニーズを発見し、課題に対応すべ
く取り組みを住民や関係諸団体と協働のもと、進めていきたいと考えています。
　さらに、子どもたちにはボランティア活動等を通じて感性を豊かにし、心の育成につなが
る事業を取り入れていきます。
　「誰もが安心して暮らすことのできる町づくり」の一端を、役職員が一丸となって取り組ん
で参ります。
　結びに、皆さまのご健勝を祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

会費はどんなことに使われるの？ 生活困窮者の支援や、ボランティア団体の育成
町内小中学校の福祉教育支援のために使われます。
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　町内に在住・在勤する個人、
法人、その他の団体で、本会の
趣旨に賛同してご加入頂いた皆
さまです。

区　分 金　額
普 通 会 費 1,136,100
賛 助 会 費 33,000
法 人 会 費 363,000
合 計 1,532,100

　社会福祉協議会（社協）は、地域の皆さまを会員として、「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」を進めるために活動しています。
　通年で会員を募集しておりますが、８月１日㈫～８月３１日㈭を会員募集強化月間としています。
　神川町では現在、普通会員の会費については、世帯ごとに、区長さんを通じて納めて頂いています。

会　長
飯島　貴久雄

会長就任のごあいさつ

平成２９年度　神川町社会福祉協議会会員募集

会員の種類と金額について 平成28年度会費納入状況社会福祉協議会会員とは？

普通会員　１口	 300円

賛助会員　１口	 1,000円

法人会員　１口	 5,000円

災害用非常食の備蓄

小学校での福祉教育

一例の
ご紹介


