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災害救護用折り畳み自転車

工具箱・救急箱

救援物資（布団セット）

カセットコンロ
炊事用調理セット

赤十字の配備品
　会員増強運動で集まっ
たお金は、災害時等に使用
する備品の整備のために
役立てられています。貸
出しできる物品もありま
すので、ご活用ください。

５月１日〜 10月31日まで、社協職員のクールビズとさせていただきます。



平成30年度　事業計画（年間予定）

通年事業（年間を通して、継続して行っている事業）

　神川町社協では、下記に掲載したような事業を行う予定です。なお、毎年８月に町の皆さまから集めた社
協会費を活用して行う事業には☆がついています。

４月 ５月 ６月

☆監査会
•結婚相談事業　４日㈬
•心配ごと相談事業　11日㈬
•介護支援ボランティアポイント交換

（～５月31日㈭まで）

☆理事会
•日本赤十字社会員募集強化月間
•結婚相談事業　２日㈬
•心配ごと相談事業　９日㈬
•社協だより発行　15日㈫

☆定時評議員会
•結婚相談事業　６日㈬
•心配ごと相談事業　13日㈬

７月 ８月 ９月

•結婚相談事業　４日㈬
•心配ごと相談事業　11日㈬

•社協会員募集強化月間
•夏休みボランティア体験プログラム
•結婚相談事業　１日㈬
•心配ごと相談事業　８日㈬
•社協だより発行　15日㈬

•金婚式祝い贈呈事業
•共学支援ボランティア養成講座
•結婚相談事業　５日㈬
•心配ごと相談事業　12日㈬

10月 11月 12月

•赤い羽根共同募金
•結婚相談事業　３日㈬
•心配ごと相談事業　10日㈬
•介護支援ボランティアポイント交換

（～ 11月30日㈮まで）

☆ボランティア養成講座開催
•結婚相談事業　７日㈬
•心配ごと相談事業　14日㈬
•社協だより発行　15日㈭

•地域歳末たすけあい募金
•結婚相談事業　５日㈬
•心配ごと相談事業　12日㈬

１月 ２月 ３月

•結婚相談事業　２日㈬
•心配ごと相談事業　９日㈬

•結婚相談事業　６日㈬
•心配ごと相談事業　13日㈬
•社協だより発行　15日㈮

☆理事会
☆評議員会
•結婚相談事業　６日㈬
•心配ごと相談事業　13日㈬

【生活に困った人の支援】

•地域支え合い推進事業
•日常生活自立支援事業
•生活困窮者自立支援事業
•食料支援事業
☆彩の国あんしんセーフティネット事業
•生活福祉資金貸付事業
☆神川町福祉資金貸付事業

【ボランティア関連事業】

☆ボランティアセンター運営事業
　（ボランティア活動に関わる相談・調整）
☆福祉教育の推進
•介護支援ボランティア
☆貸出事業

【広報活動】

☆ホームページの運営
•社協だよりの発行
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在宅福祉サービス事業

平成30年度予算

居宅介護支援事業
　�•介護保険の利用を希望される方の申請代行を行い、利用者様の日常生活を営むために必要な居宅サー
ビス計画（ケアプラン）を作成します。また、介護に関する様々な相談に応じ、安心して日常生活が送
れるようにお手伝いさせていただきます。

訪問介護事業
　�•要介護・要支援状態になり、介護を必要とする利用者様のご自宅に、訪問介護員が訪問し、日常生
活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

デイサービス事業
　�•在宅で介護が必要な方に通所していただき、入浴、食事、機能訓練、レクリエーション等を楽しん
でいただきます。家に引きこもりがちなお年寄りの方に、社会交流の場を提供し、多くの人とふれあい、
孤独感の解消や心身機能向上を図ります。

障害福祉サービス事業
①身体障害者デイサービス事業
　�　デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などのサービスを行う障害者デイサービス事
業を実施しています。
②居宅介護事業
　�　障害者（児）の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの介護や洗濯、掃除などの家
事サービスを行うホームヘルプサービスを実施します。

【収入の部】 （単位：千円） 【支出の部】 （単位：千円）

科　　目 予算額 科　　目 予算額
会費収入 1,610 法人運営事業 22,119
寄附金収入 350 地域福祉活動事業 2,631
経常経費補助金収入 20,873 ボランティアセンター事業 1,942
受託金収入 865 共同募金配分金事業 1,943
貸付事業収入 200 生活福祉資金・福祉資金貸付事業 255
事業収入 100 居宅介護事業 5,396
介護保険事業収入 30,226 訪問介護事業 17,355
障害福祉サービス等事業収入 2,336 デイサービス事業 24,804
受取利息配当金収入 25 障害福祉サービス事業 2,085
その他の収入 30 施設整備等支出 8,032
基本金積立資金取崩収入 27,773 その他の活動支出 21,634
サービス区分間繰入金収入 18,300 予備費 330
前期未支払資金残高 15,084 当期末支払資金残高 9,246

合　　　計 117,772 合　　　計 117,772

3



元阿保サロン

場所：元阿保公会堂
第３木曜日に開催中です。

サロン第３

場所：植竹第3集会所 
第4火曜日に開催中です。

貫井サロン

場所：貫井集会所
最終土曜日に開催中です。

３月８日㈭
　元阿保サロンでは健
康体操や、クイズ、ビ
ンゴゲームが行われて
いました！

３月27日㈫
　サロン第３では、体
操や地域包括の職員に
よる健康講座が賑やか
に行われていました。

３月24日㈯
　お誕生日月の方のお
祝いがありました♪ビ
ンゴゲームや談笑でと
ても盛り上がりました。

　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17 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
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住居野サロン

場所：住居野集会所
毎月第３水曜日に開催中です。

前組サロン

場所：青柳会館 
毎月第３日曜日に開催中です。

元原サロン

場所：元原集会所
予定表にあわせて開催中です。

４月18日㈬
　とれたての筍のご飯
や、おうちでとれた山
菜の天ぷらをみんなで
頂きました。ホラ貝の
演奏も素敵でした♪

4月22日㈰
　青柳公園でバーベ
キューが行われていまし
た♪笑顔と笑い声がたく
さん聞こえました！
　とてもにぎやかでみ
なさん楽しそうでした。

新規サロンＯＰＥＮ
４月より新宿サロンがＯＰＥＮしました♪
毎月第３木曜日に
新宿集会所にて開催予定です!!
新宿にお住まいの皆さん、是非ご参加ください。

４月１日㈰
　満開のさくらの下、お
花見が行われていまし
た。ウィンドシンフォ
ニーの皆さんの生演奏
もありとても素敵でし
た。
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納入について
　大字の各世帯からは、区長会のご協力をいただいてい
ます。赤十字奉仕団からの会員加入と、設置募金箱（神
泉支所・神川町社協）等により活動資金を集めています。
　
赤十字活動資金の使い道
•災害救援活動
•救急法等講習の普及
•献血事業等

～神川町分区の活動資金～
　災害に備えた配備品の整備、赤十字奉仕団の活動支
援、火災時の布団等の配備に使われています。

　平成30年２月24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２回目のメニューは、クッキー作りです。
　型抜き、デコレーション、ラッピングとお互
いの仕上がりを笑顔で確認していました。

　平成30年２月15日㈭、上里町の小菊にて昼食
会を開催しました。　

　今回は43名の方の参加がありました。
　ビンゴゲームも開催し、会場はとても盛り上
がり楽しい時間を過ごしました。

赤十字会員増強運動

ひとり暮らし高齢者昼食会

義援金の報告

親子ふれあいクッキング

　皆さまからお寄せ頂いた
平成30年１月３日～平成30年３月31日
までの義援金についてご報告致します。

総額　１６，９５４円

日本赤十字社埼玉県支部に送金
いたしました。ご協力ありがと
うございました。

【現在受付中の義援金】
•九州北部豪雨災害
•東日本大震災
•熊本地震

～義援金の受付～
神川町社協までお願いします。

増強運動期間
５月１日～ 31日
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　本庄市立本庄東中学校を会場に、児玉郡市４
市町社協主催で運営訓練を行いました。ピース
ボート災害ボランティアセンターの方を講師に
お招きし、午前は座学、お昼の炊き出し（温かい
つみっこと茶飯）、午後はボランティアセンター
体験と盛りだくさんでした。質疑応答の時間に
は、聴覚障害の方の参加もあり、貴重な御意見
をいただきました。

　今年も、新潟県長岡市の山古志地区へ雪かき体
験に行ってきました。昨年と比べ、雪の量が多く、
雪をかいてもかいてもすぐに降り積もりました。
スコップの使い
方、雪かきの注意
点などを学んでき
ました。

神川町社協には、ボランティアセンターがあります。センターの事業をご紹介します。

　ボランティア活動を安心して安全に行う為に、
ご加入をおすすめしています。この保険は、
　＊ボランティア自身のケガ
　＊他人の身体・財物に与えた損害
など、活動中の事故を補償します。
　また、全国的に自然災害が多発している昨今、
ボランティアとして復興活動に参加するときな
どにも、ご加入いただくようになっています。
　詳細については、神川町社協までお問い合わ
せください。
【ボランティア活動保険のタイプと料金】

Aプラン Ｂプラン
基本タイプ 350円 510円
天災タイプ 500円 710円

ボランティア活動保険
の加入について

災害ボランティアセンター
運営訓練を行いました。

雪かき道場へ行ってきました

「ボランティアセンター」ってどんなところなの？

の

相談
　ボランティアをしたい方、ボ
ランティアをお願いしたい方の
相談に応じて活動の提案などを
行います。

ボランティア保険
　ボランティアの為の「ボラン
ティア活動保険」を始め地域福
祉事業の保険加入等の手続きを
行っています。

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

福祉教育
　小中学校の福祉教育（総合的な
学習の時間）の支援、地域づくり
の支援、資材準備、連絡調整等
を行います。

収集・受付
　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、寄附物品等を受付て
受入れ先への送付をしています。

助成
　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。

訓練＆座学の様子

炊き出しの様子

かんじき

体験
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『子育てサロン』はじめます
～お子さんと一緒にきてみませんか～

結婚相談
　日時　　毎月第１水曜日
　　　　　13：30～ 16：00
　場所　　いこいの郷

心配ごと相談
　日時　　毎月第２水曜日
　　　　　13：30～ 16：00
　場所　　いこいの郷
　※�予約制となっておりますので、まずは神川
町社協へご連絡ください。なお、１件のご
相談につき、１時間程度になります。

生活の困りごと相談…随時受付中
　（生活困窮者自立支援事業）
　経済的な問題、就労に関する問題などのご相
談を受け付け、専門の機関と連携して解決へ向
けて話し合います。

【福祉用具】
　車いす
　福祉車両
　
【地域活動支援】
　⃝プロジェクター
　⃝スクリーン
　⃝DVDプレーヤー
　　※Blu-ray対応もあります。
　⃝レンタルDVDソフト
　　・「水戸黄門」（全６巻）
　　•「８時だよ！全員集合」（全３巻）
　　•「吉本新喜劇」
　⃝輪投げ
　⃝思い出かるた
　⃝災害用炊き出し釜
　⃝マイク＆スピーカー
　⃝ミュージックベル（楽譜）

社協で行っている相談事業 貸出物品一覧

お問い合わせは神川町社協まで　☎0495－74－1188

借
用
希
望
が
あ

り
ま
し
た
ら
、

社
協
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い

おしゃべり、
遊び場

　「子育てサロン」とは、子育てをしている保護者やそのお子さんが、同じような仲間と交流できるいこ
いの場です。子育ての悩みを相談できる保護者同士の仲間づくりと、お子さんの遊び場づくりを目的と
しています。
　是非、一度寄ってみてください。季節ごとのイベントを企画したり、サロンの部屋には子どものおも
ちゃなども用意しています。

　初回は、就業改善センターを会場として、
親子でお花植えを行います。春の陽気にお外
で活動、いかがですか？

会　場　　神川町総合福祉センター
　　　　　「いこいの郷」
開催日　　毎月第３水曜日
時　間　　10：00～ 12：00
対　象　　神川町在住の親子（未就学児）
参加費　　無料

［年間予定］
日付 内容 補足事項
５月23日 花植え 会場：就業改善センター
６月20日 寝相アート ベビーマッサージ同時開催
７月11日 七夕イベント 会場：就業改善センター
９月19日 製作活動
10月17日 ハロウィン ベビーマッサージ同時開催
11月21日 寝相アート
12月12日 クリスマス会 会場：就業改善センター
１月16日 製作活動
２月20日 寝相アート
３月13日 お別れ会 会場：就業改善センター
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