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令和２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、神川町社協までご連絡ください。
令和２年11月１日現在
（敬称略）

普通会費（字ごと）

１口

300円（１世帯あたり）

1,125,300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

42,000

小浜

43,000

渡瀬仲町

24,600

貫井

12,000

渡瀬上町

68,100

植竹

150,000

下阿久原

48,900

肥土

30,000

上阿久原

27,600

関口

52,500

矢納

14,400

四軒在家

15,600

賛助会費

１口

1,000円

肥土

合計

32,000円

3,000 ９名
（個人）

5,000円～ （50音順）

29,000

法人会費

１口

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

川野アパート

関東日精㈱

合計

398,000円

北嶋建材工業㈱

㈱クロスハート

（福）
神川福祉会神川フロンティア 神川町商工会
かんな接骨院

(福)神流福祉会いろりの友

㈲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㈱

結いの心

㈱ハーヴィインターナショナル埼玉工場 ㈱馬場商店

フリージア㈱ありの実デイサービス 冬桜の宿

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

㈲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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合計

神泉

～じぶんの町を良くする仕組み～
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、期間は令和３年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月の強化月間に各行政区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。
神川町社協では、年間を通して募金箱の設置をしています。
引き続き、募金へのご協力をお願いいたします

◇２年度赤い羽根共同募金内訳◇

令和２年11月１日現在

戸別募金

合計

1,353,550円

新宿

59,500 植竹

180,000 元原

20,000

池田

81,200 肥土

44,800 渡瀬本町

49,000

二ノ宮

73,150 関口

61,600 渡瀬仲町

28,700

新里

105,350 四軒在家

28,350 渡瀬上町

79,450

前組

52,150 元阿保

98,700 下阿久原

68,250

中新里

36,750 八日市

70,000 上阿久原

32,200

小浜

45,500 原新田

59,500 矢納

14,350

貫井

15,050 熊野堂

50,000

職域募金・募金箱・個人大口

合計

72,393円

ひとり暮らし高齢者事業
今年は、なかなか集まることができないので皆さんにお手紙を送らせていただきました。
１回目はボランティアさんに作っていただいた手作りマスク、２回目は神川町赤十字奉仕団の方に
作っていただいたペットボトルや瓶の蓋を開けやすくなる「ラクラク蓋開け」を一緒に送りました。
お返事も沢山いただけて、皆さんが元気に過ごされているのを確認出来ました。

感染対策をしっかりして、
健康に過ごしましょう！
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歳末たすけあい募金運動強化月間
令和２年12月１日～ 12月28日

募金につきましては、１世帯200円でお願いしています。
個人や法人として、募金にご協力いただける場合は、神川町社協窓口までお持ちください。
募金？

どんな

共同募金の一環として、新たな年を迎える時期に、支援を必要とし
ている方やその家族が安心して暮らせるまちづくりを目指した地域福
祉活動を目的に実施しています。住民の皆さまのご理解、ご協力をお
願いいたします。

全国共通テーマ

つながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～
歳末たすけあい募金の使いみち

絵てがみで元気を送ろう
絵てがみに皆さんの好きな絵や言葉を書いて

・見舞金贈呈事業
支援を必要としている方々や
コロナウイルス感染症の影響
を受け困窮した世帯へ見舞金
を贈呈します。
・世代間交流事業
ひとり暮らし高齢者へ子ども
が作製した絵てがみを届けま
す。
・災害ボランティアセンター事業
災害時に必要な備品整備を行
います。
・ひとり暮らし高齢者事業
ひとり暮らし高齢者のふれあ
いの場を提供します。
・子ども食堂支援事業
地域のつながりの支援を行い
ます。
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もらい、神川町社協に登録のひとり暮らし高齢
者へお届けします。
絵てがみに元気をのせて、寒い冬に温かい気
持ちを届けましょう。
絵てがみ用のはがきは、神川町社協で配布し
ますので、お家で作成してください。
【配布期間】 12月25日㈮まで

【提出期限】 令和３年１月15日㈮まで
【配布・提出場所】 神川町社協

（総合福祉センターいこいの郷）

【対象者】 小 学校１年生～中学校３年生
（保育園・幼稚園児も可）

【提出枚数】 １人

２枚以上

ジュニア
ボランティアノート
対象事業

奉仕団員のおうち de 活動

神川町赤十字奉仕団の活動
団員研修

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

11月９日㈪、神川町総合福祉センターで、
「災害

に対するそなえ」と題して、地域
（分団）ごとに分か

のため、奉仕団員は自宅でできる活動を行っ
ています。
7月までは手作りマスクの活動を行い、町

れて研修を行いました。
災害時に赤十字奉仕団として求められる活動や、

内の子どもたち、ひとり暮らし高齢者の方々

自分たちのできる活動はどんなことか、昨年の台風

に配布しました。秋には日本赤十字社埼玉県

19号災害時に被災地で活動した例なども挙げなが

支部の手作り品作製講習会で学んだ、滑り止

ら、皆で意見を出し合いました。

めマットで作る蓋開けを作成して、こちらも

今回は、密を避けるために地域
（分団）ごとに小規
模人数で実施した結果、それぞれの特色にも気づく
ことができ、学びの多い研修となりました。
●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。

神川中学校

ひとり暮らし高齢者の方々へ配布しました。

義援金のご報告（社協受付分）
令和２年９月～ 11月６日まで
◆令和元年台風19号災害

14,000円

◆令和２年７月豪雨災害（神川町赤十字奉仕団）

48,538円

社会体験チャレンジ

神川中学校の１年生が11月17日㈫～ 19日㈭の三日間、社会体験チャ
レンジとして神川町社協に来てくれました !!

職員と一緒にいろいろな仕事をしてい
ただきました！ありがとうございました。
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子育てサロン 開催中♪
感染症対策をしながら子育てサロンは開催しています
毎月1回、第３木曜日の午前中にいこいの郷の大広間を遊び場として開放しています。
おもちゃを設置して、ママたちもくつろげるような空間を作っています。イベントも徐々に開催しています
のでぜひ遊びに来てください♬
入退室は自由です。
※予定は変更になることもあります。

開催日

内容

12月17日㈭ 遊び場開放
１月21日㈭ 遊び場開放・手形・足形カレンダー
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

神川町社協では一緒に働いてくれるスタッフを募集しています。まずはお問合せください。
１．職

種：介護支援専門員

募集人員：１名
応募資格：介護支援専門員および普通自動車免許
雇用形態と賃金：
①フルタイム ８：30 ～ 17：15
基本給178,500円～
②パート 半日勤務
時給1,150円～
２．職

種：訪問介護員 ( ホームヘルパー

)

募集人数：若干名
資
格：普通自動車免許と次の①～③のうちいずれか
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）
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福祉体験学習開催

の

神川町社協は、小中学校などで行う福祉体験授業
のお手伝いも行っています。学校の先生からどんな
授業を行いたいかご要望を伺いながら、子どもたち
が福祉を考えるきっかけになるような授業を企画し
ています。
今回は、渡瀬小学校の４年生・５年生、丹荘小学
校の４年生を対象として授業を行いました。

福祉体験学習 in 丹荘小

福祉体験学習 in 渡瀬小
10月13日

アイマスク体験授業
（視覚障害体験）
点字の学習
アイマスクを付けて、校内を歩
く視覚障害体験と、点字を打つと
いう2つの学習を行いました。歩
き慣れた校内も、見えなくなると
とても慎重に歩くようになり、教
室と廊下の敷居の段差など様々な
ことに気づきました。
10月16日 車いす体験授業・ボッチャ体験
車いすの基本操作を学び、学校
内を走行した後、車いすに乗りな
がらパラリンピック公式種目の
ボッチャを体験しました。盛りだ
くさんのメニューでしたが、車い
すに乗ったままでもできるスポー
ツでは、みんな白熱していました。

お弁当 de 支援について
今年の３月から新型コロナウイルス感染症の
影響により、子ども食堂が開催できない状態が
続いており、その代わりとして、町内の飲食店
支援も含めた
「お弁当de支援」
を行っております。
12月は子ども食堂の運営ボランティアさんの
手作りプレゼントを用意します♪
今までは、ご家族のお申込みも受けていまし
たが、12月に限り子ども限定といたします。
（３歳から中学生まで）
開 催 日／ 12月18日㈮
配布時間／ 17：30 ～ 18：15まで
予 定 数／ 100食
申 込 み／ 12月14日㈪〜 16日㈬
お申込みは LINE か電話となりま
す。これを機に便利な LINE のお友
達登録を是非♪
LINE 友達追加ＱＲ

11月４日 車いす体験授業
今年は車いすに乗りなが
ら、輪投げ、的当て、魚つ
りのミッションクリアを目
指 し な が ら 介 助 す る こ と、
車椅子利用者の気持ちを考
えました。
11月11日 点字の学習
点字の仕組みを学び、点
字 器 を 使 っ て 点 字 を 打 ち、
名刺カードづくりを行いま
した。自分で打って作った
点字に子どもたちは感激し
ていました。
11月24日 手話体験授業
手話の挨拶と、東京オリ
ンピック2020の応援ソング
『パプリカ』の手話ソングを
学び、みんなで披露しまし
た。短時間でしたが、みん
な集中して取り組めました。

ゴミ拾いボランティア募集
日

時：令和３年２月21日㈰
９：30 ～ 10：30
雨天中止
（小雨決行）
集 合：美里町「東児玉公民館」
持ち物：軍手、タオル、飲み物
トング
（ゴミを拾う道具）
問合せ：神川町社協
主 催：児玉地域ボランティア連絡協議会
※小 学生以下の方は保護者と一緒にご参加くだ
さい。
※当日参加も受け付けます。
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各種お知らせ
無料法律相談会～埼玉弁護士会協力～
埼玉弁護士会の協力のもと「無料法律相談会」を開催します。
町内に住所がある方であればだれでも相談することが出来ます。
（家族による代理や付き添いも可能
です）
法律上の問題に対する手続き、今後の対応についてのアドバイスが受けられますので、希望される場
合は神川町社協へご連絡ください。
【日 程】 令和２年12月14日㈪
【時 間】 13：30 〜 16：00
【場 所】 総合福祉センターいこいの郷
【内 容】 相続、遺言、財産管理、成年後見、離婚等
（１人30分の個別相談）
【費 用】 無料
【定 員】 10名（予約制・先着順）

福祉サービス利用援助事業

神川町みんなで支え合いサービス事業

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
うなお手伝いを行います。

元気な高齢者等のボランティアが、普段の生
活でのちょっとした困りごとや支援が必要なと
きに、身近な手助けで暮らしを応援する事業で
す。

～あんしんサポートネット～

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行います。
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
を行います。
③日常金銭管理
日常の暮らしに必要なお金の出し入れのお手
伝いを行います。
④書類等預かりサービス
大切な書類などをお預かりいたします。
契約するまでの相談は無料です。
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。

利用できる方
（利用会員）
※事前登録必要
◦神川町に在住する支援が必要な65歳以上の方
◦障害のある方
◦病気や出産などで一時的に支援が必要な方
サービス内容
◦簡 単な調理や、部屋の掃除、話し相手等簡易
なサービス
利用について
サービス提供時間 平日９：00 〜 17：00まで
利 用 料 １時間500円
商工会の発行する地域商品券で協力会員に謝
礼をします。商品券は町内21店舗のお店で使う
ことができます。
協力会員募集中
支え合いサービスに協力していただける方を
募集しています。
謝礼として、サービス提供時間1時間につき
地域商品券１枚
（額面500円）を受け取ることが
できます。

申込み・お問い合わせは神川町社協まで ☎0495－74−1188
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