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令和元年度　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1,052,000円の募金が集まりました。

戸別募金（字ごと）　　 　　　　　　　　 合計　817,000円
新宿 34,200 元阿保 56,000
池田 50,800 八日市 70,000
二ノ宮 40,800 原新田 20,000
新里 60,200 熊野堂 33,400
前組 29,800 元原 30,000
中新里 21,000 渡瀬本町 29,000
小浜 25,600 渡瀬仲町 16,800
貫井 8,600 渡瀬上町 46,000
植竹 100,000 下阿久原 39,000
肥土 25,200 上阿久原 18,400
関口 35,000 矢納 10,600
四軒在家 16,600
篤志募金　　　　　　 　　　　　　　合計　 235,000円
大光普照寺 100,000 龍宝寺 30,000
普門寺 50,000 石重寺 20,000
長慶寺 35,000

　今年度、歳末たすけあい募金は見舞金配布事業、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、子ども食堂などに使われます。

見舞金配布事業を行いました。
•見舞金配布事業内訳
　　①就学援助を受けている世帯　　　　　　　　　　16世帯　　63人	 349,000円
　　②生計中心者が病気・失業等支援が必要な世帯　　	５世帯　　	９人	 77,000円
　　③75歳以上の高齢者のみ低所得世帯　　　　　　			３世帯　　	５人	 45,000円
　　④生活保護廃止になって１年未満の世帯　　　　　	０世帯　　	０人	 0円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額　471,000円

　見舞金配布事業では15歳以下のお子様（希望者）にクリスマスプレゼントとしてお菓子を渡しました。

小学生：
お菓子入りブーツ
中学生：
チョコレート菓子

株式会社Tink様よりご
提供いただいたお菓子
も一緒に配らせていた
だきました。
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　令和元年11月23日㈯にいこいの郷で『絵てが
み交流事業』を開催しました。
　町内の小・中学生たちが、先生から筆の使い
方、文章の添え方等の指導を受け、とても意欲
的に作成してくれました。
　絵てがみは社協に登録のひとり暮らし高齢者
へ送付させていただきました。

　令和２年２月１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。メニューは、クッキー作りです。
　先生から、クッキー作りのポイントを聞いて、
親子で作業を確認し合う様子は笑顔でいっぱい
でした。
　日頃、このような
時間が持てないの
で、楽しかったと感
想が聞けました。

親子ふれあいクッキング絵てがみ交流事業

～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

　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。
　支援にご協力頂ける方、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
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　令和元年11月22日㈮、ふれあいの旅に行って
きました。今年の行先は月夜野ビードロパーク
でした。

　町内にお住まいのひとり暮らし高齢者を対象とした昼食会や日帰りのバス旅行を開催しています。
　対象となる方はぜひご登録ください。
　昼食会や旅行の開催時にご案内を送付させていただきます(^^)

対象となる方
　⃝65歳以上の方
　⃝ご自分で歩ける、ご自分でお食事がとれる方
　⃝同一敷地内に家族がいない方
　⃝おおむねひとりでお食事をとっている方
　　（すべての項目に該当することが必要です。）

登録・問合せ
　神川町社協　☎0495-74-1188

ガラス工場見学！
間近でガラスが作られる工程が見られました。

試飲もさせていた
だきましたよ～♪ 　45名の参加がありました。

にぎやかで楽しい時間を過
ごすことが出来ました。

川場村の土田酒造
に酒蔵見学に行き
ました。

ふれあいの旅

ひとり暮らし高齢者事業　登録者募集

                昼    食  会

　令和２年１月30日㈭、昼食会を開催しました。
　今回の会場は上里町の小菊でした。
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コスモスまつり　令和元年10月20日㈰

炊き出しサミット　令和元年10月27日㈰

日帰り研修旅行　令和元年11月21日㈭

団員研修　令和元年12月19日㈭

団員研修　令和２年１月７日㈫

　ゆ～ゆ～ランドで行われた「コスモスまつり」
ですいとん200食の炊き出しを行いました。
　奉仕団員の布絵本グループによる手芸小物の
販売と共に大盛況でした。
　売上は義援金として送金しました。

　関東甲信越ブロック血液センターにおいて、
日本赤十字社で作られる安全な輸血用血液の製
造工程を見学してきました。
　また、明治時代に建てられ嵐山町に移築され、
現在は幼稚園の園舎となっている日本赤十字社
埼玉県支部旧社屋ではボランティアガイドの方に
案内をしていただき、幼稚園の温かいおもてな
しを受け団員交流の有意義な時間となりました。

　多目的交流施設で日本赤十字社から講師をお
招きし、「災害図上訓練」を行いました。
　町内で災害が起きた時に各地で想定される危
険箇所の確認など、今後の活動にも役立つ意見
や情報を得ることができました。

　災害時を想定した食事作りの訓練として、「ポ
リ袋クッキング」を行いました。家庭用のカセッ
トボンベで、どのくらいの時間調理ができるの
か、煮る方法等、様々な意見を交わしていました。

ビニール袋の中の
空気を抜く様子

地図上に
危険箇所の書き
込みの様子

神川町赤十字奉仕団の活動

☆義援金のご報告☆　（社協受付分）
Ｈ30年11月　～　Ｒ２年１月末日まで

◆平成30年北海道胆振東部地震　
２１５，４８３円

◆平成30年7月豪雨災害
　　　　　　　　　　　　８，３３６円

◆令和元年台風第15号千葉県災害
　　　　　　　　　　　３０，０００円

◆令和元年台風19号災害
　　　　　　　　　　　255,845円

●赤十字奉仕団員募集●
地域の防災等、赤十字奉仕団活動
に興味のある方、神川町社協まで
お問い合わせください。

　深谷ビックタートルで行われた「炊き出しサミッ
ト2019」に参加しました。県内の奉仕団7団
体が集まり、それぞれ災害時用の炊き出しを行
いました。神川町は毎年大好評のカレーライス
200食を作りました。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となる一日に
なりました。
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“食”を　通　じ　た　居　場　所　づ　く　り

子どもから大人まで

「みんなでごはんを食べましょう」OPEN!
　昨年12月20日㈮、ふれあいセンターにて「みんなでごはんを食べましょう」というキャッ
チフレーズのもと開催されました。こちらは、昨年７月に開催された『子どもの支援セミナー』
の参加者から、有志の方が集まり、打ち合わせを重ねて立ち上げたものです。集まった有志
の人は、調理チームと余暇チームに分かれ、当日の運営を行いました。そして、初回の参加
者は子どもが29人、保護者の方が６人でした。
　15時のオープンと同時に子どもたちが続々と集まり、１階の和室で折り紙など創作活動を
する子、２階のホールでボランティアの方と卓球をしたり、大型かるたをして楽しく過ごす子、
センター内には子どもたちの元気な声とボランティアさんと交流する笑い声が溢れました。

～　メニュー　～

・カレーライス

・白菜スープ

・サツマイモの

茶巾しぼり

・里芋のみそ田楽

★	お米、サツマイモ、里芋、白菜、じゃ
がいも、調味料、調理者用ヘアーキャッ
プ（手作り品）などを町民の方々から

★埼玉ひびきの農協かみかわ館から
★株式会社Tinkから子どもへお菓子

　毎月20日を開催日と
し、予約制です。
　次回は
　２月20日㈭　16時～

ふれあいセンター
　親子での参加も大歓
迎。ご利用ください♪
　こども　　　20円
　おとな　　 200円
詳細は神川町社協まで

たくさんの寄付が寄せられました
あたたかいご支援をありがとうございます

ボランティアさんと大型カルタで

調理チームはおそろいのキャップとエプロン

受付したら名札を作成

みんなでごはん「いただきます」
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　令和元年10月12日に上陸した台風19号の影響で、県内各所において大きな被害が発生し、災害ボラ
ンティアセンター※が設置運営されました。そこで、応援職員として、神川町社協より１名の職員を派
遣しました。派遣期間は10月18日㈮～ 20日㈰の
３日間で、被災地の現地を確認したり、被災者支
援としてボランティアセンターに来た方々の受付
などを行いました。
※災害ボランティアセンターとは…
　災害時に、被災者の暮らしを支援するための相
談を受け、復興支援のためにボランティア活動を
します！という支援者とを結びつけていつもの暮
らしに戻れるよう支援調整するところ。

台風19号被災地　東松山市社協へ応援職員の派遣実施

の 　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（基本プラ
ン）を社協で負担いたします。
　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】

基本プラン 天災・地震補償プラン
保険料 350円 500円
令和２年度加入プラン　R2.4.1 ～適用

～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

神川町ボランティアセンター
登録団体一覧

団体名 活動内容
神川町赤十字奉仕団 炊き出し等
朗読ボランティアたんぽぽ 大型紙芝居
神川町民踊愛好会 演舞、指導
いこいの郷フラダンスサークル 演舞
おはなしボックス 読み聞かせ
神川民謡愛唱会 歌唱
かみかわウインドシンフォニー 演奏
おりづるの会 手紙
サルビア会 読み聞かせ
童謡サークルどんぐりの会 童謡
いこいの郷ハーモニカクラブ 演奏
ボランティア宇那室 環境整備
神川ハートフルオカリナクラブ 演奏
　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13団体です。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、サロン活
動などへの依頼など、まずは神川町社協までお
問い合わせください。

東松山市ボランティア→
センターの掲示板

←�ボランティア活動に訪れた
人々
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各種お知らせ

職　　種：デイサービス看護職員
募集人員：１名
雇用形態：非常勤職員
　　　　　①フルタイム勤務（８：30 ～ 17：15）
　　　　　②パート勤務 
賃金形態：①基本給170,800円～
　　　　　②時給1,070円～
応募資格：看護師又は准看護師および
　　　　　普通自動車免許（ＡＴ限定可）
就業時間：①８：30 ～ 17：15
　　　　　②８：30 ～ 17：15の時間内で要相談
休　　日：土、日、祝、年末年始
雇用期間：６か月の試用期間有り　契約更新あり
仕事内容：デイサービス利用者の介助、
　　　　　健康チェック、機能訓練等
応募書類：履歴書・資格証明書等

職　　種：介護支援専門員
募集人員：１名
雇用形態：非常勤職員
　　　　　①フルタイム勤務（８：30 ～ 17：15）
　　　　　②パート勤務
賃金形態：①基本給178,500円～
　　　　　②時給1,150円～
応募資格：�介護支援専門員および普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
就業時間：①８：30 ～ 17：15
　　　　　②半日勤務
　　　　　※８：30 ～ 17：15の時間内で要相談
休　　日：土、日、祝、年末年始
雇用期間：令和２年４月１日～  契約更新あり
　　　　　６か月の試用期間あり
　　　　　※3月から事前研修あり
仕事内容：ケアプランセンターにおける
　　　　　介護支援専門員業務
応募書類：履歴書・資格証明書等

年間予定
４月16日 遊び場開放・ママのためのボディケア
５月21日 遊び場開放・ベビーマッサージ
６月18日 遊び場開放・虫よけアロマスプレー作り
７月16日 遊び場開放・手形・足形アート
８月20日 遊び場開放
９月17日 遊び場開放・ベビーマッサージ
10月15日 遊び場開放・手形・足形アート
11月19日 遊び場開放・保湿クリーム作り
12月17日 遊び場開放
１月21日 遊び場開放・手形・足形アート
２月18日 遊び場開放・ママのためのボディケア
３月18日 遊び場開放

未就学のお子さんが遊べる、気軽にママたちが集える場所の提供をしています。
手形や足形、寝相アート、ベビーマッサージなどイベントもたくさんあります♪

来年度は毎月第3木曜日に開催予定です。
お気軽におこしください♬

　子育てサロンのご案内

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

４月から

一緒にはたら

きませんか？

問合せ・申込み　神川町社協　☎0495-74-1188
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