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ボランティア、がんばりました！

夏休みボランティアスクール（小学生〜中・高生対象）

コスモスまつりにて赤い羽根共同募金のボランティア　29,830円



平成30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、会費の募集を行いました。
会費の募集においては、行政区や法人の皆さまのご協力をいただき
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30年10月31日現在（敬称略）
普通会費（字ごと）　　１口　300円（１世帯あたり）　　　　　　　 合計　1,137,000円
新宿 52,500 元阿保 84,600
池田 60,000 八日市 75,000
二ノ宮 46,800 原新田 30,000
新里 90,300 熊野堂 50,000
前組 39,000 元原 30,000
中新里 31,500 渡瀬本町 43,500
小浜 43,000 渡瀬仲町 30,000
貫井 12,000 渡瀬上町 69,000
植竹 150,000 下阿久原 57,600
肥土 29,100 上阿久原 28,200
関口 52,500 矢納 16,800
四軒在家 15,600
賛助会費（個人）　　　１口　1,000円　　　　　　　　　　　　　 合計　 21,000円
中新里 8,000 窓口受付 6,000
肥土 7,000
法人会費　　　　　　１口　5,000円～　（50音順）　　　　　　　合計　 415,000円
朝日工業㈱埼玉事業所 朝日ビジネスサポート㈱ ㈲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 社会保険労務士折茂事務所
㈱カネザワ ㈲かみかわスポーツ （福）神川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
㈱クロスハート　デイサービス梨花 ㈲こい家 ㈱コスモフーズ埼玉神川工場 埼玉国際ゴルフ倶楽部
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 ㈲大地建設 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 富永クリニック
中澤公認会計士事務所 ㈱ななくさの郷 ㈱日本マイカ製作所 ㈱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 フリージア㈱ありの実デイサービス 冬桜の宿　神泉
報徳石産㈱ ㈱ボッパーズ 丸栄コンクリート工業㈱埼玉工場 ㈲丸本
㈲ミカミ建設 ㈲みつば自動車工業 茂木建設㈱ ㈲森鉄工所
吉田医院 依田工業㈱ ㈲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
（福）友愛会デイケアセンターぬくもり （福）友愛会グループホームつばさ
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歳末たすけあい配分事業

　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。

⃝地域歳末たすけあい【見舞金贈呈事業】
　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。

［対象者］
　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�75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

　④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
［申請期間］　　平成30年10月15日㈪～ 11月22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。

⃝絵手紙交流事業
　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？

［対象者］　小学１年生〜中学３年生
　　　　　※小学５年生以上の子は消しゴムハンコ作りも体験できます。

［日　時］　12月15日㈯　午前10時〜正午
［場　所］　多目的交流施設（旧神泉中学校）
［定　員］　20名程度
［申込み］　神川町社協までお電話ください。

⃝親子クッキング
　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♪
[場　所]　上里カンターレ　２階クッキングスタジオ（児玉郡上里町勅使川原1000-2）
[対象者]　小学生以上のお子さんと大人ペア（２人１組で）
[メニュー ]　クッキー（小麦・卵・乳・ナッツ類を材料に含みます）
[日　時]　平成31年１月13日㈰・１月20日㈰　　※２回開催、いずれかの日程を選んでください。

　　　　　両日とも午前10時30分〜（２時間程度）
[定　員]　各回７組（それぞれ先着順）
[費　用]　1,000円（親子ペア）

［申込み］　神川町社協までお電話ください。

申請はお済みですか？

募集中

募集中
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　ふれあいを通した生きがいづくり・仲間づくり・地域の顔の見える関係づく
り「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

住居野サロンでは、女性は下ごしらえ、男
性は外での炊き出しを担当していて、それ
ぞれ役割を担いながら参加していました。
また、子どもの参加もあり、賑やかで明る
い雰囲気で和気あいあいとしていました。

住居野サロン

場所：住居野集会所
第２水曜日に開催中

みんなで集まり、隣同士でおしゃ
べりをして、お茶を飲んで、のん
びり楽しく過ごしていました。７
月には、七夕飾りを作成して、季
節の行事も楽しんでいます。

原新田サロン

場所：原新田集会所
毎月第２月曜日に開催

訪問した日は＂エンカサイズ＂と
いう演歌に合わせて行う体操を
行っていました。体操の後は、懐
かしい＂ドリフの大爆笑＂を見て、
みんなで笑いました。

関口サロン

場所：関口集落センター
第４木曜日に開催

訪問した日は、みんなでおまんじゅうを
作っていました。手際よく、大きなあん
こを生地に丸めて入れていました。ふか
したてのおまんじゅうはおいしかったで
す。冬桜も咲き始めていました。

むつみ会（宇那室）

場所：宇那室集会所
毎月第２・４月曜日に開催

に訪問してきました
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　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、地域ごとに使い道と集める額を定め募金運動を実施しています。
　10月１日〜 10月31日の強化月間に各字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。

◇30年度赤い羽根共同募金内訳◇　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月１日現在
戸別募金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　 1,341,900円
新宿 61,250 植竹 180,000 元原 30,000
池田 87,150 肥土 43,050 渡瀬本町 50,750
二ノ宮 71,750 関口 61,250 渡瀬仲町 35,000
新里 105,350 四軒在家 28,350 渡瀬上町 80,500
前組 52,850 元阿保 98,700 下阿久原 66,850
中新里 36,750 八日市 70,000 上阿久原 32,900
小浜 44,800 原新田 20,000 矢納 19,250
貫井 15,400 熊野堂 50,000
職域募金・募金箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　72,615円

10月19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神川町の「こい家」に
て開催しました。35名の参加があり、にぎやかで楽しい時間を過ごしていただきました。
30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。

高齢者ふれあい昼食会
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　今年も夏の長期休みを利用して、町内の子ども
達にボランティア活動のきっかけ作りとして、ボ
ランティア体験プログラムを開催しました。
　今年は台風により中止となったメニューがあっ
たにもかかわらず総勢124名の参加がありまし
た。この体験活動をとおして、地域や自分の身の
回りに興味関心を持ってもらい、今後のボラン
ティア活動につなげてもらえたらと思います。

の

　児玉郡市広域消防本部にて、普
通救命講習を受講しました。ＡＥ
Ｄが身近にあることのメリットを
ＤＶＤで学び、心肺蘇生法とＡＥ
Ｄの使い方を教えていただきまし
た。最後に消防署内を案内しても
らいました。受講者には、消防本
部から『普通救命講習修了証』が
発行されました。

８月23日㈭
普通救急救命講習

11名参加

　本庄市児玉広域聴覚障害者福祉
協会と手話通訳問題研究会から講
師をお招きして、手話講座を行い
ました。
　自分の名前や手話ソング「夢を
かなえてドラえもん」を教えてい
ただきました。お昼は、カレーを
作っていただいたボランティアさ
んや講師の方々とテーブルを囲ん
でおしゃべりをし、習った手話ソ
ングは、午後社協のデイサービス
で披露しました。

８月２日㈭
手話講座
11名参加
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＊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・ベス
トケアレジデンス羽衣・つどい・神川
フロンティア・ルピナス神川ホーム・
放課後等デイサービスピース・デイケ
アセンターぬくもり（敬称略）

ご協力ありがとうございました。

施設ボランティア
18名参加

＊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・あおやぎ学童・丹荘
学童・梨の実クラブ・渡瀬学童（敬称
略）

ご協力ありがとうございました。

保育ボランティア
63名参加

コスモスまつり募金ボランティア報告

　10月21日㈰に開催されたコスモスまつりの会場で「赤い羽
根共同募金」の募金活動を行いました。
　ジュニアボランティアの募集で６名の子ども達が参加して
くれました。会場には、募金を呼びかける元気な声が響いて
いました。
　赤い羽根共同募金の運動は、平成31年3月31日まで行われ
ています。引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。
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ボランティアスクール
参加者募集

福祉サービス利用援助事業
〜あんしんサポートネット〜

義援金のご報告　（H30.10.31現在までの合計）
●平成30年７月豪雨災害　　　
　　　　　　　521,855円
●平成30年北海道胆振東部地震災害
　　　　　　　360,483円

【現在受付中の義援金】
（日本地図上部から）
・平成30年北海道胆振東部地震災害
・東日本大震災

・平成30年７月豪雨災害
・平成29年７月５日からの大雨災害
・熊本地震災害

義援金箱は、社協に常設、町役場会計課窓口にもございます。

　今年の夏休みに、台風の影響で中止となっ
てしまった、災害に関するボランティアス
クールを、再度企画しました。災害時の暗
闇や避難所の体験、災害食の試食をして、
災害について学んでみませんか？みんなが
好きな缶詰食品投票も行います。
　また、この事業は今年度より始めた、ジュ
ニアボランティアノートの対象事業です。
参加してくれた方には、スタンプ１個押印
します。

日　時　平成30年12月８日㈯
　　　　10：00〜 14：00
場　所　多目的交流施設（旧神泉中学校）
対　象　神川町在住の小学４年生・中学生
　　　　20名程度
参加費　300円（昼食代）
持ち物　動きやすい服装

　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。

　

　ママさんたちのやってみたい事
も募集しています！自宅ではな
かなか出来ないけどやってみた
いこと、 教えてください♪寝相
アートなど…

『子育てサロン』年間予定

会　　場：いこいの郷（12月・３月のみ就業改善センター）
日　　時：第３水曜日　午前10：00〜 12：00
対　　象：�神川町在住の親子（未就学児）、祖父母と

孫も可
申 込 み：不要、入退室自由
参 加 費：無料
協力団体：母子愛育会

日付 内　　容 備　　考
11月 21日 寝相アート
12月 12日 クリスマス会 場所：就業改善センター
1月 16日 製作（節分）
2月 20日 寝相アート ベビーマッサージ
3月 13日 お別れ会 場所：就業改善センター
※年間予定の為、変更になる場合があります。
詳細は神川町社協のホームページをご覧ください。
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