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町内の小学生たちが素敵な
クリスマスカードを作ってくれました!!

今回は､いこいの郷とステラ神泉の
２か所で開催しました｡
クリスマスカードは町内のひとり
暮らし高齢者の方へ郵送させてい
ただきました｡

絵てがみ交流事業
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11月11日（土）  いこいの郷にて

12月18日（月）  ステラ神泉にて
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地域歳末たすけあい募金運動のご報告
平成 29年度

　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」をスローガンに掲げ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1,141,130円の募金が集まりました。

皆様にご協力頂いた募金は､『歳末たすけあい配分検討委員会』にて神川町での使い方を協議して
います。

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。

  【委員選出団体】
　民生・児童委員協議会　　　　５名
　社会福祉協議会　　　　　　　１名
　行政（町民福祉課福祉担当）　２名
　　　　　　　　　　　 合計　　8名

●見舞金配布事業
　　①就学援助を受けている世帯　　　　　　　　　　　　１９世帯　　７５人
　　②生計中心者が病気・失業等支援が必要な世帯　　　　　７世帯　　　８人
　　③生活保護廃止になって１年未満の世帯　　　　　　　 　０世帯　　　０人
　　④７５歳以上の高齢者のみ低所得世帯　　　　　　　　　４世帯　　　６人
　　⑤民生委員、社協会長が特に認めた世帯　　　　　　　　３世帯　　１３人

総額　５３４，０００円

戸別募金（字ごと）　　 合計　８０３，６００円 
新宿 ３５，０００ 元阿保 ５５，０００
池田 ４９，６００ 八日市 ７０，０００
二ノ宮 ３０，６００ 原新田 ２０，０００
新里 ６０，０００ 熊野堂 ３３，４００
前組 ３４，２００ 元原 ３０，０００
中新里 ２１，０００ 渡瀬本町 ２９，０００
小浜 ２５，８００ 渡瀬仲町 ２０，０００
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 １８，８００
関口 ３４，４００ 矢納 １１，４００
四軒在家 　１２，０００
大口募金　 合計　１００，０００円
匿名希望 １００，０００
職域募金　 合計　　１０，０００円
植竹第４ゴルフ親睦会 １０，０００
篤志募金　　 合計　２２７，５３０円
大光普照寺 １００，０００ 龍宝寺 ２７，０００
普門寺 ４９，０００ 石重寺 １６，５３０
長慶寺 ３５，０００

会議は、年２回
行なわれています。
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絵てがみ交流事業がありました♪ 親子クッキング

　平成29年11月11日㈯、12月18日㈪に町内
の小学生たちが、町内のひとり暮らし高齢者
のためにクリスマスカードを作成してくれま
した(^^♪
　頑張ってつくったクリスマスカードはひと
り暮らし高齢者事業の登録者へ送付させてい
ただきました♪

　平成30年２月３日㈯に小学生の親子を対象
とした「親子クッキング」を上里カンターレ
で開催しました。
　第１回目のメニューは、パン作りです。
親子でお互いに作業を確認し、ふれあう姿が
たくさん見られました。

　平成29年11月15日㈬川越市にふれあいの旅に行ってきました。
今年は川越市を訪れ、喜多院で菊花展などを楽しんだ後、菓子屋横丁周辺を自由散策しました。
　天候にもめぐまれ楽しい１日を過ごしました。

　ひとり暮らし高齢者事業
では登録者を随時募集して
います。
　お気軽に神川町社協まで
お問合せください。

ふれあいの旅に行ってきました！！
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11 月 22 日（水）この日はクリスマス

リースを作成していました。

小浜年輪サロンは 10 月開催のサロン

で 100 回目を迎えました！

おめでとうございます！！

１月 10 日（水）

中新里サロンでは新年会とビンゴゲー

ムが行われていました。

　すてきな景品も準備されていて、と

ても盛り上がっていました。

11 月 29 日（水）

地域包括支援センターの

職員から認知症に関する話をきき

一緒に体操をしました。

　場所：向公民館

　毎月20日頃に開催中です。

　場所：中新里集会所

　第２水曜日に開催中です。

　場所：宇那室集会所

　毎月１、２回開催中

　です。

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 16 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

　場所：宇那室集会所

　毎月１、２回開催中

　です。　です。

　場所：宇那室集会所

　毎月１、２回開催中

　です。

　場所：向公民館

　毎月20日頃に開催中です。　毎月20日頃に開催中です。

　場所：向公民館

　毎月20日頃に開催中です。

　場所：中新里集会所

　第２水曜日に開催中です。　第２水曜日に開催中です。

　場所：中新里集会所

　第２水曜日に開催中です。

むつみ会

小浜年輪
サロン

中新里
サロン
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神
川
町
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１月 19 日（金）

童謡で発声練習の後、ビンゴ

ゲームが始まりました。

数字があったりなかったり、

皆さんドキドキでした。

１月 25 日（木）

1月から 3月のお誕生日の方へ

プレゼントの贈呈が行われていまし

た。体操や、民謡も楽しまれとても盛

り上がっていました♪

１月 22 日（月）

新年会が行われていました。

おいしいお食事と、色々な

飲み物が用意されました。

　場所：八日市集会所

　予定表にあわせて

　開催中です。

　場所：関口集落センター

　毎月第４木曜日に開催　　 

　中です。

※開催日は変更になる場合があります。

　場所：原新田集会所

　毎月第２月曜に

　開催中です。

　場所：原新田集会所

　毎月第２月曜に

　開催中です。　開催中です。

　場所：原新田集会所

　毎月第２月曜に

　開催中です。

　場所：八日市集会所

　予定表にあわせて

　開催中です。　開催中です。

　場所：八日市集会所

　予定表にあわせて

　開催中です。

　場所：関口集落センター

　中です。　中です。

　場所：関口集落センター

　中です。

八日市
サロン

原新田
サロン

関口
サロン

地　区 開催日 開始時間

元阿保サロン 第３木 １０時

原新田サロン 第2月 １０時

熊野堂サロン 第 2水 １０時

池田サロン 第 3木 １０時

小浜年輪サロン ２０日 １１時

八日市サロン 予定表 １０時

関口サロン 第 4木 １１時
フレンドリー
サロン元原 月1回 １１時

地　区 開催日 開始時間

貫井サロン 最終土 １１時

新里サロン 第1金 １０時

中新里サロン 第 2水 １０時

植竹サロン 第 2火 １０時

植竹第３サロン 第 4火 １０時

むつみ会 月1.2 回 １３時

住居野サロン 第 2水 １０時

前組サロン 第３日 １０時
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神川町文化祭

神川町赤十字奉仕団活動ＰＲ展示

神川町赤十字奉仕団の活動神川町赤十字奉仕団の活動神川町赤十字奉仕団の活動

　平成29年11月４日㈯、神川町中央公民館で、義援
金にご協力いただいた皆さまへ布絵本グループによる
制作品の配布を行いました。こちらの作品は、畳のへ
りで作られたカードケースです。しっかりした生地で
あると同時にカードの出し入れがしやすくなっていま
す。畳屋さんからへりの端切れをいただき､普段は廃
棄されてしまうものを､活用した作品となっています｡

　平成30年１月10日㈬～31日㈬に、神川町中央公民
館展示室にて、奉仕団活動の紹介とＰＲを兼ねた展示
を行いました。熊本地震の写真パネル・神川町赤十字
奉仕団の活動写真、布絵本グループによる制作品等の
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良い機会となりました。
　神川町赤十字奉仕団では、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。

不用になった畳のヘリを使用した
カードケース

 配布制作品

◆神川町赤十字奉仕団　
１０，５５５　円

◆募金箱（九州北部豪雨災害）
１２，８６８　円

 　災害が起きた時に被災者が集まる避難所を運営
する対応力を学ぶため、講習を行いました。
　部屋割りを考えたり､仮設トイレの配置など個々
に沢山の意見を出し合えていたようです。
　ゲームの後は、非常食の試食を行いました。

　平成29年10月29日㈰、
深谷ビックタートルで行わ
れた「炊き出しサミット
2017」に参加しました。当
日は台風で悪天候のため、
実践さながらの炊き出しと
なりました。雨風で、靴も洋服も濡れてしまい、
屋外での作業の大変さを体感し、雨や強風の中で
の作業は､服装も重要であることを実感しました。
　訓練後は、奉仕団同士の意見交換を行い今後の
活動の参考になりました。

☆義援金のご報告☆

☆避難所運営ゲーム講習会☆

炊き出しサミット
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災害ボランティア入門講座を
行いました。

善意の寄付を
ありがとうございます

神川町ボランティアセンター
登録団体一覧

物品寄付の受付について

　昨年末に２回講座で、災害時のボランティア活
動についての講座を行いました。多くの方にご参
加いただき、神川町で災害が起きたらどうしたら
よいのか、住民にできることとは、などのお話を
講師の方にしていただき、実際の支援活動道具を
見ました。　
　参加者の方からも沢山の質問が出て、講師の方
にお答えいただき、また住民同士の意見交換も行
う事ができ活発な講習会となりました。

【個人】
　○食料品　  　お米　　　　　　　　　15㎏
　　　　　　  　調味料、瓶詰等　　　　18点
　○現　金　　  被災地への義援金として　
　　　　　　　　　　　　　　　      2,340円
【法人・団体から】
　○埼玉土建　  神川分会様　　　    7,360円
　○生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会様
　　　　　　　　　　　　　　　　車いす１台
【その他】
　○ペットボトルキャップ
   （平成29年１月～12月まで）
　　　　　　　　　　　　　　   合計　486㎏
　　　　　ワクチンに換算すると…121.5人分
　○使用済み切手・ハガキ　　　　　
　　深谷市の盲老人ホームひとみ園へ
　○インクカートリッジ　　　 
　　本庄特別支援学校へ

　現在神川町ボランティアセンターに登録してい
る団体は７団体です。

　神川町社協では、生活困窮者への支援のため
に、物品寄付の募集を行います。
　保管場所の都合もありますので、寄付物品をお
持ちいただく前に、お電話をお願い致します。

【寄付受入物品】
　●成人衣類…未使用品のみ
　●こども衣類…下着以外の洋服(破損のないもの)
　●学用品…中学制服、鞄等
　●賞味期限内の食品(期限が１か月以上あるもの)

(生もの、冷凍・冷蔵保管の物は不可)
　ご不明な点は、神川町社協まで
　　　　　　　　　　　お問い合わせください。

　上記一覧以外にも､近隣のボランティアセンター
に登録している団体（例：和太鼓、南京玉すだ
れ、大正琴など)との調整も行えます｡地域でのイ
ベント､サロンなどでの依頼など､まずは､神川町社
協までご相談ください。

神川町ボランティアセンター

物品寄付の受付について

団　体　名 活動内容

1 神川町赤十字奉仕団 炊出し等

2 朗読ボランティアたんぽぽ 大型紙芝居

3 民踊愛好会 民踊（おどり）

4 おはなしボックス 読み聞かせ

5 かみかわウインドシンフォニー 音楽演奏

6 いこいの郷フランダンスサークル フラダンス
（おどり）

7 民謡愛唱会 民謡（うた）
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　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人に、
身近な手助けで暮らしを応援する事業です。

利用できる方（利用会員）
　・神川町に在住する支援が必要な65歳以上の方
　・障がいのある方
　・病気や出産などで一時的に支援が必要な方　
サービス内容
　・簡単な調理や､部屋の掃除､話し相手等簡易な　 
　　サービス
利用について
　サービス提供時間　平日午前９時から午後５時まで
　利用料   　　　 　　1時間500円
　商工会が発行する地域商品券で協力会員に謝礼　 
　をします。
　商品券は町内21の店舗で使うことができます。
協力会員募集中
　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1枚(額面500円)を受け取ることができます。

　高齢者や知的障がい、精神障がいのある方が地
域で安心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。

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書類等預かりサービス
　大切な書類などをお預かりします。

　契約するまでのご相談は無料です。
　契約後の生活支援員による援助は料金がかかり
ます｡詳しくは神川町社協までお問い合わせくださ
い｡

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
～あんしんサポートネット～

仕事内容：デイサービス利用者の健康チェックと

　　　　   機能訓練(歩行訓練、リハビリ補助等)

就業場所：いこいの郷デイサービスセンター

必要資格：・看護師または准看護師

     ・普通自動車免許(AT限定可)

就業時間：午前10時～午後５時(相談可)

休      日：土・日・祝日、年末年始

雇用期間：６ヶ月　契約更新あり

賃金形態：時給1,100円

              (6ヶ月の試用期間中は1,070円)

応募書類：履歴書、資格証明書等

　　　　　※随時募集し、書類審査・面接を実施

申 込 み：神川町社協

デイサービス看護職員募集

法人会員（敬称略）
　　社会福祉法人　友愛会　
　　　障害者支援施設　デイケアセンターぬくもり
　　社会福祉法人　友愛会　
　　　グループホームつばさ

ご協力ありがとうございました。

　11月15日発行の「かみかわ社協だより」第30
号のＰ2社協会費のご報告にて誤りがありました。
　関係者各位に多大なるご迷惑をおかけしました
ことをお詫び申しあげ、訂正いたします。

　（誤）　（福）神流福祉会神川フロンティア
　（正）　（福）神川福祉会神川フロンティア

社協会費

お詫びと訂正


