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令和元年度　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。
　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。

お寄せいただいた会費の使い道
生活困窮者支援 生活に困った方への支援
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・支援
福祉教育推進 小中学校や地域に対して福祉教育や活動に関わる相談・調整
広報活動 社協で受けられる相談・事業などの周知・資料の作成

令和元年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　1,129,500円
新宿 51,300 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 30,000 渡瀬本町 43,500
小浜 43,000 渡瀬仲町 25,200
貫井 12,000 渡瀬上町 69,000
植竹 150,000 下阿久原 58,200
肥土 29,400 上阿久原 28,200
関口 52,500 矢納 15,900
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 2,000 窓口受付 14,000
肥土 5,000
法人会費　　　　　　１口　5,000円～　（50音順）　　　　　　　合計　 398,000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　結いの心 ㈲こい家 ㈱コスモフーズ埼玉神川工場 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 貫井観光開発㈱ ㈱ハーヴィインターナショナル埼玉工場
㈱馬場商店 冬桜の宿　神泉 フリージア㈱ありの実デイサービス 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 （福）友愛会グループホームつばさ
（福）友愛会デイケアセンターぬくもり 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
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歳末たすけあい配分事業

⃝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］　　令和元年10月16日㈬～ 11月21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。

⃝絵てがみ交流事業
　ひとり暮らし高齢者の見守りと交流を絵てがみを通して行いたいと思います。
　絵てがみ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てがみ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
［日　時］　令和元年11月23日㈯　午前10時〜正午
［場　所］　神川町総合福祉センターいこいの郷（国保診療所裏）
［定　員］　20名程度
［申込み］　神川町社協　メールまたはお問合せフォーム（電話可）　※申込期限11月21日㈭

⃝ふれあいクッキング
　子どもとふれあう時間をつくりたい!!親子でクッキングしませんか。
★ポリ袋クッキングコース
　神川町赤十字奉仕団の皆さんと炊き出し釜を使って調理をします!!
[場　所]　神川町総合福祉センターいこいの郷（国保診療所裏）
[対象者]　小学生のお子さんと大人（兄弟姉妹での参加も可）
[メニュー ]　オムレツ・炊きこみごはん・春雨スープ
[日　時]　令和２年１月７日㈫　午前10時00分〜（２時間程度）
[定　員]　８組（先着順）
[費　用]　１名200円（３歳以下無料）
★お菓子コース
　『カンターレ』のおしゃれなキッチンでお菓子作り!!
[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]　令和２年２月１日㈯　午前10時30分〜（２時間程度）
[定　員]　７組（先着順）
[費　用]　親子で1,000円

◎お申込み開始日等は学校から配付されるチラシをご覧ください◎

申請はお済みですか？

募集中

チラシ準備中
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ふれあいいきいきサロン 楽しく　元気に　開催中
ボランティア団体『どんぐりの会』をお招きして、
みんなで童謡を歌いました。

体操を行った後、社協職員と共にハンドベルの演
奏を楽しみました♪

歯科衛生士さんをお招きして、お口の健康につい
てのお話をしてもらいました。

元阿保
《と　き》第３木曜日　10時～

《ところ》元阿保公会堂

サロン第３
《と　き》第４火曜日　10時～

《ところ》植竹第３集会所

新宿
《と　き》第３木曜日　10時～

《ところ》新宿集会所
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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。

◇元年度赤い羽根共同募金内訳◇　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年11月１日現在
戸別募金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　 1,327,000円
新宿 59,850 植竹 180,000 元原 20,000
池田 88,900 肥土 44,100 渡瀬本町 50,750
二ノ宮 71,400 関口 61,250 渡瀬仲町 29,400
新里 105,350 四軒在家 29,050 渡瀬上町 80,500
前組 52,150 元阿保 98,000 下阿久原 68,600
中新里 36,750 八日市 70,000 上阿久原 32,550
小浜 44,800 原新田 20,000 矢納 18,550
貫井 15,050 熊野堂 50,000
職域募金・募金箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　101,169円

10月23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「冬桜の宿」
にて開催いたしました。32名の参加があり、にぎやかで楽しい時間をすごしていただきました。
今年度も昼食会を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

～じぶんの町を良くする仕組み～

この事業には赤い羽根共同募金の一部が活用されています。
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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。
　今年は総勢126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。

　８月６日㈫、東京消防庁　本所防災館と日本赤十字社本
社へ見学に行ってきました。
　防災館では、台風並みの暴風雨を全身で受け止めたり、
浸水して水圧のかかったドアを押し開けたりして、報道等
で取り上げられているシーンを実体験しました。
　天気予報等でアナウンスされる『早めの避難』が大事なこ
とや、『外に出ることが危険』であることが実感できました。
　日本赤十字社では、職員の方に情報プラザ内の説明をし
ていただき、地下備蓄倉庫へ案内していただきました。
　たくさんの資機材が、品目ごとに分類され、積上げられ
ていました。備えておくことの大切さを学びました。

　８月19日㈪、町内中学生と、災害時を想定した訓練を行いました。午前
はHUG(避難所運営ゲーム)を行いました。避難してきた人の事情を考えな
がら、一生懸命取り組みました。お昼は備蓄品（温かい麺類）といももち（赤
十字奉仕団作）。午後はDIG（災害図上訓練）を行いました。町内の主要道路、
避難場所、危険個所、商店などを確認しましたが、学生の持っている情報量
の多さにびっくりしました。改めて町内のことを知る良い機会になりました。

の

災害について学ぼう
〜遠足編〜

23名参加

災害について学ぼう
〜訓練編〜

９名参加

☝赤十字社本社にて

防災館にて☞

☜広告紙で作った皿といももち ☝訓練の様子
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　10月20日㈰に開催されたコスモスまつりで、
ジュニアボランティアの小中学生達が「赤い羽根
共同募金」の募金活動を行いました。
　コスモスまつりでの募金額は23,811円となり
ました。
　たくさんのご協力あ
りがとうございました。
　皆さまにご協力いた
だいた募金は地域の一
人暮らしの高齢者を見
守る活動や、災害備蓄品
の購入など、身近な福祉
活動に役立てられます。

　近年、日本各地で異常気象が発生して
います。大雨の被害が多発した今年です
が、冬場になると大雪の被害も考えられ
ます。そんなとき、効率的に、身体に負
担をかけすぎずに雪かきをするための方
法を学んでみませんか。
　詳細については年明けに社協HP、チ
ラシ回覧でお知らせします。

日　程　令和２年２月22日㈯
行　先　新潟県長岡市山古志地区

募金ボランティア報告

大雪に備える！　～『雪かき道場』で雪かきを学ぶ～

　８月20日㈫、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「パプリカ」を教えていただき、デイサービス
で披露しました。

＊今年度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・ショートステイ結い
の心・デイサービスセンター�ガイア・ベストケアレジデンス羽衣・ゆうゆう倶楽部・らんらん倶楽部・わたど・つどい・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・青柳保育所・丹荘保育所・渡瀬保育園・神川幼稚園・青柳学童・丹荘学童・梨の実クラブ・渡瀬学童（敬称略）

手話ソングをやってみよう
〜「パプリカ」〜

12名参加

☝手話講座と切手整理の様子
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各種お知らせ

職　　種：訪問介護員(ホームヘルパー )
資 　　格：次の①〜③のうちいずれかの資格と普
通自動車運転免許（AT限定可）を有する者

　①訪問介護員養成研修１級又は２級修了者
　②介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
　③介護福祉士
賃　　金：
　【身体介護】
　月曜〜土曜　1,300円（試用期間中1,250円）
　日曜・祝日　1,600円（試用期間中1,550円）
　【生活総合】
　月曜〜土曜　1,100円（試用期間中1,050円）
　日曜・祝日　1,375円（試用期間中1,325円）
　※勤務のシフトについては要相談
雇用期間：６カ月　契約更新あり
　　　　　�実務経験・未経験問いません。明るく

楽しい職場です。
就業日時：８：00〜 18：00の間で要相談
　　　　　土日勤務できる方大歓迎♪
就業場所：神川町内
申 込 み：神川町社協　訪問介護ステーション

　台風19号の上陸では、神川町でも自主避難
所等が開設されました。初めてのことで、受
け入れる人も避難する人もわからないことが多
かったことと思います。
　今回は、避難所の運営で起こりうる事象、避
難してきた人を迎え入れるためにはどうしたら
よいのか。静岡県で開発された『HUG』を使い、
図上にて避難所で想定されることに対処するも
のです。
　地域の皆さんも是非体験してみませんか。

日　　程　令和元年12月２日㈪
　　　　　午後１:30 〜４:00
会　　場　神川町総合福祉センター「いこいの郷」
定　　員　24名程度（先着順）
参 加 費　無料
申 込 み　11月１日〜 11月29日まで
申込方法　電話かメールでお願いします
　①電　話　0495-74-1188
　②メール　kamisha@kamikawa-shakyo.or.jp
※参加者氏名、連絡先をお知らせください。

子ども食堂が
はじまります

図上で体験！
　避難所運営

　７月14日に『子どもに対する支援セミ
ナー』を開催し、８月30日に具体的な支援
について考える会を設けたところ、有志の
方々のご協力により、この度第１回目の子
ども食堂が開催されることとなりました！

日　づ　け　令和元年12月20日㈮
食事の時間　午後６：00〜７：00の間
対 象 地 域　青柳小学校の区域
場　　　所　青柳ふれあいセンター

　詳細については、後日該当学区にチラシ
を配布しますのでそちらをごらんください。

災害義援金（自然災害関連）
　日本各地で発生している自然災害

による義援金の受付を行っています
●東日本大震災（岩手県・宮城県・福島県・茨城県）

●平成28年熊本地震災害

●平成29年７月５日からの大雨災害
（九州北部豪雨：福岡県）

●平成30年７月豪雨災害（岡山県・愛媛県・広島県）

●平成30年北海道胆振東部地震

●令和元年８月豪雨災害（佐賀県）

●令和元年台風15号千葉県災害

●令和元年台風15号東京都

●令和元年台風19号災害
（宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・長野県・
岩手県・群馬県・静岡県）
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