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歳末たすけあい募金配分事業

皆さまから寄せられた募金は、安心して暮らせる
まちづくりを目指した事業に活用しています。

親子ふれあいクッキング

絵てがみ交流事業 ひとり暮らし高齢者昼食会



平成30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1,151,200円の募金が集まりました。

平成31年１月31日現在（敬称略）
戸別募金（字ごと）　　 　　　　　　　　 合計　819,200円
新宿 35,000 元阿保 56,400
池田 49,800 八日市 70,000
二ノ宮 41,000 原新田 20,000
新里 60,200 熊野堂 33,400
前組 29,400 元原 30,000
中新里 21,000 渡瀬本町 29,000
小浜 25,600 渡瀬仲町 20,000
貫井 8,800 渡瀬上町 46,000
植竹 100,000 下阿久原 38,200
肥土 24,600 上阿久原 18,800
関口 35,000 矢納 10,800
四軒在家 　16,200
大口募金　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　 100,000円
匿名希望 100,000
篤志募金　　　　　　 　　　　　　　合計　 232,000円
大光普照寺 100,000 龍宝寺 28,000
普門寺 49,000 石重寺 20,000
長慶寺 35,000

皆さま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
を検討しています。

【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

歳末たすけあい募金配分事業として、見舞金の配布を行いました。
　　①就学援助を受けている世帯　　　　　　　　　　　　17世帯　　73人
　　②生計中心者が病気・失業等支援が必要な世帯　　　　 ７世帯　　 ９人
　　③75歳以上の高齢者のみ低所得世帯　　　　　　　　   ２世帯　　 ４人
　　④生活保護廃止になって１年未満の世帯　　　　　　　 ０世帯　　 ０人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額　432,000円

　今年度は見舞金配布事業、絵
てがみ交流事業、親子ふれあい
クッキング、高齢者昼食会、災
害備蓄などに使われます。
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　11月20日㈫、今回は長野県へふれあいの旅に行ってきました。
　善光寺では丁寧な説明を受けながら参拝。その後、昼食は薬王院で精進料理をいただきました。
　天候にも恵まれて、仲見世通りの散策も楽しめました。

　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。

　12月15日㈯に多目的交流施設で「絵てがみ交
流事業」を開催しました。
　町内の小学生たちが、町内のひとり暮らし高
齢者90名へクリスマスカードを作成してくれま
した。
　素敵な作品が沢山出来上がりました。
　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。

　１月13日㈰、１月20日㈰に小学生
の親子を対象とした「親子ふれあい
クッキング」を上里カンターレで開催しました。
　今回のメニューは、クッキー作りです。家で
待つ家族に渡すため頑張っている姿、親子の笑
顔があふれるクッキングになりました。

親子ふれあいクッキング絵てがみ交流事業

ふれあいの旅に行ってきました♪

ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅

歳末 歳末
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楽しく・気楽に・無理なく・自由にふれあいを
通した生きがいづくり・仲間づくりの拠点とし
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。サロンは大人だけでなく
子ども連れのママも参加できます。地域の顔見
知りを増やして、地域のつながり作りをしませ
んか？どこのサロンも和気あいあいと活動して
います。興味をお持ちの方は、最寄りのサロン、
もしくは神川町社協までお問い合わせください。

サロン名 開催日 時間

元阿保 第３木 10時～

原新田 第２月 10時～

熊野堂 第２水 10時～

貫井 第２土 11時～

新里 第１金 10時～

池田 第３木 10時～

中新里 第２水 10時～

小浜年輪 20日前後 11時～

サロン第３ 第４火 10時～

サロン名 開催日 時間

八日市 予定表 10時～

関口 第４木 11時～

植竹 第２火 10時～

むつみ会 月１・2回 13時～

住居野 第２水 10時～

前組 第２火 10時～

新宿 第３木 11時～

神泉 第４金 10時～

　 　 　

ふれあいいきいきサロン

　訪問した日は、皆さんでビンゴゲームを
していました。ビンゴで番号が揃うと、景
品が配られて、皆さんとても楽しく、嬉し
そうにしていらっしゃいました。運営者も
参加者も笑顔いっぱいでした。

　２月のサロンは自主防災組織と合同で開催し、防災
に関する講座を聴いた後、非常食の試食を行いました。
社協に備蓄している新商品のおにぎり型災害食を食べ
ていただき、みなさんからご意見を頂戴しました。味
については、皆さん満足されていました。

　この日は新年会ということで、とても賑
やかな会場となっていました。後半にはビ
ンゴも行われるようでした。参加者の方か
ら月１回でなく、２回ぐらいあったらいい
な～という声も上がっているそうです。

場所：八日市集会所
年間予定表に会わせて
開催中

八日市サロン

新里サロン

場所：新里多目的集会所
毎月第１金曜日に開催中

中新里サロン

場所：中新里集会所 
毎月第２水曜日に開催中
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　手作りのおしゃれなランチョンマットが
テーブルの上を華やかにしていました。訪
問したときは、お誕生日の方のお祝いをし
ていました。この他にも歌をうたったり、
体操をして活発に活動されてました。

　貫井サロンでは、昼食の後ビンゴゲーム
がはじまりました。ご夫婦で参加の方もあ
り、景品の選択権は女性側にあるようで、
とても盛り上がっていました。２月から開
催日が変更になります。

　11/25から１泊で越後・六日町温泉「ホテル
木の芽坂」へ劇団戸田の講演を鑑賞しに行きまし
た。バスの送迎付き、宴会、温泉、観光と盛り
だくさんの内容で、皆さん喜んでくださり、ま
た「行きたいね」とのリクエストが来ています♪

★★ 貸出物品もあります！サロン活動にご活用ください ★★

熊野堂サロン

場所：三原集会所
毎月第２水曜日に開催中

貫井サロン

場所：貫井集会所
毎月第２土曜日に開催中

前組サロン

場所：青柳会館
毎月第２火曜日に開催中

みんなでワイワイ
活動したい時に…

・輪投げ
・的当て
・かみかわかるた
　　（A4サイズ）
・思い出かるた
・ミュージックベル

大きな画面で
映像を楽しむ時には…

・スクリーン＆プロジェクター
・DVDプレーヤー　
・マイク・スピーカーセット

屋外での炊き出しに…
・移動式炊き出し釜

ほかにも、こんなも
の が あ っ た ら い い
なぁ～などありまし
たら、神川町社協に　

ご相談ください。
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参加費無料「介護リフレッシュ旅行」参加者募集

児玉警察署と「見守りネットワーク」についての
覚書を締結しました。

　子供や高齢者等が安全に安心して生活できる社会づくりに向けた「見守
りネットワーク」についての覚書を１月31日㈭に締結しました。
　この覚書により、児玉警察署と神川町社協は、子供や高齢者等の安全と
安心を確保するため、相互に地域の安全に関する情報の提供を行います。
　なお、この覚書の実施により知り得た情報については、個人情報保護の
観点から秘密の保持を徹底し、この覚書の目的以外には利用いたしません。

　公益財団法人さいしん福祉財団主催の介護者リフレッシュ旅行に参加してみません
か。日々の介護でなかなか外出できない介護者の方の疲れを癒し、活力を養っていた
だくことを目的に実施します。

１　旅　行　日 2019年６月12日㈬～13日㈭　１泊２日
２　旅　行　先 福島県／東山温泉＜御宿　東鳳＞

３　行　　　程 １日目： 出発（集合・解散場所が決まり次第、連絡します。）　＝　高速道路（ＳＡにて
２回休憩）　＝　会津若松市／飯盛山（昼食・見学）　＝　会津武家屋敷（見学）　
＝　東山温泉（介護講座・宴会・宿泊）

２日目： 東山温泉　＝　會津藩校日新館（見学）　＝　鶴ヶ城公園（散策・昼食）　＝　高
速道路（ＳＡにて２回休憩）　＝　到着

４　対　象　者 ⑴　神川町内で高齢者や病気療養者等の在宅介護を行っている介護者
⑵　在宅介護を行っている日数は、おおむね週３日以上
⑶　被介護者１名につき、旅行参加資格者は原則１名。ただし、次の⑷、⑸は例外
⑷　同居の家族が共同で在宅介護を行っている場合、主介護者と他１名まで
⑸　出張、引き取り在宅介護は、週２日以上２年以上続けている親族１名まで
⑹　在宅介護期間があり、被介護者が死亡して５年以内の元在宅介護者

５　参　加　費 無料
※旅行中のショートステイ（デイサービス）を利用する場合、旅行日前後日を含め最長
４日間の利用者負担、最大12,000円をさいしん福祉財団が負担します。ただし、通常
のショートステイ（デイサービス）を利用している方で旅行も普段通りの利用で済む方
は不可となります。

６　募 集 人 数 ８名（先着順）

７　申込み・問合せ 神川町社協　　☎０４９５－７４－１１８８

８　募 集 期 間 2019年３月１日㈮～４月１日㈪
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　神川町社協では、ボランティア活動の登録者
を募集しています。空いてる時間の活用、特技
を披露、地域のつながり作り、災害時のお手伝
いなどなど活動内容は様々あります。たとえば、
写真撮影が得意な方は、社協のイベントの時に
カメラマンとしてイベントの様子を撮影してい
ただいたり、音楽の好きな方にミュージックベ
ルでの演奏をお手伝いいただいたり、子育てサ
ロンの運営のお手伝いをしていただいたり、活
動内容についてはご相談に応じます。
　活動者として神川町社協に登録して頂いた方
には、下記のボランティア保険加入料を当方で
負担いたします。
　是非、この機会に検討してみてはいかがでしょ
うか？

ボランティア活動保険の加入について
　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
　⁂ボランティア活動先への往復途中の事故
などを補償します。
　また、全国的に自然災害が発生しており、ボランティアに
よる復興活動が新聞、メディアなどで取り上げられています。
被災地で復興のためにボランティア活動を行う際には、この
ボランティア活動保険への加入を推奨しています。
　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

　12月８日㈯に多目的交流施設で、災害時に活
かせる『そなえ』についての講座を行いました。
13名の町内小中学生が参加し、クイズラリーや、
ダンボールベッドの組立、非常食の試食、救命
講習などを体験し、【イツモ防災キッズマスター】
に認定されました。
　会場内に暗闇避難所を開設し、
ランタン等の灯りを頼りに食事
の準備から片付けまでを体験し、
併せて「缶詰バイキング」を行
い、人気投票もしました。

御協力　ありがとうございます
善意の寄付

神川町民踊愛好会の皆さま
おめでとうございます

～できるときに、できることを～
ボランティア活動　登録者募集

『そなえ教室』を開催しました

【個人】
　○匿名希望　　食料品　　麺類、スープ類
　　　　　　　　　　　　　調味料、瓶詰等
　○茂木敏仁様　子供用　　衣類、おもちゃ
【法人・団体から】
　○埼玉土建　神川分会様　　　　　   7,650円
　○特定非営利法人FMかみかわ様  177,939円
　○世界平和統一家庭連合　神川家庭教会様
　　　　　　　　　　　　　　　　　32,180円
　○サンメンバーズ㈱様　　　　　　 10,000円
【その他】
　⃝ペットボトルキャップ
　　（平成30年１月～ 12月まで）　　合計360㎏

　　　　　ワクチンに換算すると90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

　11月18日㈰「埼玉県レクリエーション大会in
いるま」において、埼玉県民踊レクリエーション
連盟会長 卯月京子先生の推薦をいただき、平成
30年度埼玉県レクリエーション協会優秀団体表
彰を受賞しました。昭和60年３月に、民踊を通
して健康増進と親睦、そして民踊の普及を目的
に発足。以後会の仲間と地域や
福祉施設のイベントに参加し、

「民踊を踊る楽しさ」を共有し
ています。
　民踊を通じて地域の輪・和を
広げたいと思い、毎週
火曜日、就業改善セン
ターで、19時30分から
21時まで練習を行って
います。初心者大歓迎、
見学も自由です。お気
軽にお出かけください。

の

缶詰バイキング人気投票結果
（缶詰全18種類）

第1位　やきとり（塩味）
第2位　やきとり（タレ味）
第3位　やきとり（ブラックペッパー味）

報告

募集

報告

報告
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『子育てサロン』これからの予定
～お子さんと一緒にきてみませんか～

～使わない品物・食品で支援活動～
リユース（再利用）協力者募集

できるときに、できることから

子育てサロン
　サポーター募集
みんなで子育て応援！

おしゃべり、
遊び場

　皆さまからご協力いただいた品物・食品は、
町内在住の生活に困窮している方の支援に活用
させていただきます。
　支援にご協力いただける方、また、支援を受
けたいと希望する方、まずは神川町社協までご
連絡ください。

【集めている物】
子ども衣類…肌着以外で記名・破損のないもの
　　　　　　　（サイズ160ぐらいまで）
　　　　　　※靴と大人物は現在集めてません
学用品…中学制服、通学かばん、体操着等
食料品… 消費期限・賞味期限が１カ月程度期間

のあるもの、常温保存が可能な物

〜だれかのために　できることから〜

●子育てサロンとは…
　子育て中のパパ・ママとその子
どもが、気軽に集まれる場所と、ちょっとした
お楽しみ活動を提供しています。子育ての孤立
を防ぎ、地域に仲間をみつけ、地域のつながり
を作ることを目的としています。
　平成30年５月から、月１回程度、いこいの
郷の和室にて開催しています。

☆予定☆
日時：第３水曜日（８月はお休み）
　　　10：00 ～ 12：00ぐらい
場所：神川町総合福祉センター

【お問い合わせ】
　神川町社協　担当：鈴木・村山
　☎0495-74-1188

４月からの［年間予定］
日付 催し物

４月 17日 寝相アート
５月 15日 母子愛育会主催事業（会場：就業改善センター）
６月 19日 ボディパウダー＆虫よけスプレー作り
７月 10日 母子愛育会主催事業（会場：就業改善センター）
８月 お休み
９月 18日 手形・足形アート
10月 16日 寝相アート
11月 20日 手形・足形アート
12月 18日 母子愛育会主催事業（会場：就業改善センター）
１月 15日 手形・足形アート
２月 19日 寝相アート
３月 18日 母子愛育会主催事業（会場：就業改善センター）

　

開催日：第３水曜日　10：00～ 12：00
会　場：神川町総合福祉センターいこいの郷

参加費無料・出入自由
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