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地域歳末たすけあい募金運動のご報告

昨年12月、各行政区をはじめ多くの皆さまのご協力のもと、地域歳末たすけあい募金運動を実施し、
1,044,247円の募金が寄せられました。
この募金から、民生委員の皆さまのご協力を得て、就学援助を受けている世帯などへの「見舞金贈呈事業」
や「絵てがみ交流事業」に活用させていただきました。
皆さまの温かいお気持ちに深く感謝し、お礼申し上げます。

戸別募金

合計

単位：円

811,200円

新宿

34,000 元阿保

池田

46,400 八日市

70,000

二ノ宮

41,800 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

28,000

小浜

26,000 渡瀬仲町

16,400

貫井

8,600 渡瀬上町

45,400

植竹

100,000 下阿久原

38,800

肥土

25,600 上阿久原

18,400

関口

35,200 矢納

四軒在家

16,200

篤志募金
大光普照寺

56,400

9,600

合計

233,047円

100,000 龍宝寺

28,000

普門寺

50,000 石重寺

20,000

長慶寺

30,000 匿名希望

5,047

地域歳末たすけあい募金配分事業
支援を必要とする
世帯を応援

見舞金贈呈

皆さまにご協力いただいた募金は、
「歳末たすけあい募金配分委員会」で検討し、次のように見舞金
の配布を行いました。
①就学援助を受けている世帯
②生計中心者が病気・失業等支援が必要な世帯
③75歳以上の高齢者のみ低所得世帯
④新型コロナウイルス感染症特例貸付を受けた世帯

16世帯

70人

10世帯

18人

７世帯

10人

22世帯

52人

総額1,000,000円
見舞金贈呈事業にあわせて15歳以下のお子様
（希望者）にクリスマスプレゼン
トとして図書カードを配布しました。
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絵てがみ交流

世代間交流事業

絵てがみは、相手に元気を届けることを目的に、様々な絵と言葉を書き添えたものです。
今年は、「寒い冬を温かな気持ちで乗り切ろう」をテーマに募集を行い、子どもたちから、たくさんの
絵てがみが届きました。
集まった絵てがみは、皆さまが元気でいられるよう、ひとり暮らしの高齢者96名の方へお送りしまし
た。

共同募金のシンボルキャラクター「愛ちゃん」と「希望くん」が街頭募金をしているイラストです。左
右の絵で違う所が５つあります。みつけてみてください。

●５つのまちがい答え
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①希望くんの頭の赤い羽根

②愛ちゃんの口

③募金をしてる女の子のスカートの柄

④左の落ち葉の向き

⑤犬の耳

長い間、ありがとうございました。

いこいの郷デイサービスセンター
終了のお知らせ
この度、2000年10月より営業して参りま
した「いこいの郷デイサービスセンター」の
サービス提供を2021年３月末日をもちまし
て終了といたします。
サービス開始からたくさんの方にご利用い
ただき、誠にありがとうございました。
〜思い出紹介〜

小学生と七夕飾り

みんなで畑仕事

初詣にも行きました

たくさんの思い出をありがとうございました。
みんなでお買い物
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大きな作品も作りました

お花見にも行きました

コロナ禍の今だからこそ再確認しておこう！！

災害に対するご家庭での備え

避難場所や避難経路
確認をしていますか？

安否確認方法
決まっていますか？

非常用持ち出しバッグ
準備できていますか？

食料・飲料などの
備蓄は十分ですか？

災害への備えできていますか？

かばんの中身チェックリスト
□飲料水

□非常食

□着替え

□軍手・皮手袋

□懐中電灯

□携帯ラジオ

□ナイフ・缶切り

□ロープ

□生理用品・紙おむつ

□救急セット

500ml が 2 ～ 3 本
は 最 低 限 必 要 で す。
ペットボトル自体も
便利。重量に注意。

電池切れの心配のな
い手回し式か、長寿
命で衝撃に強いＬＥ
Ｄが便利。

女性の方は必須。ケ
ガをした際の止血や、
ほぐしてポリ袋に入
れて簡易トイレにも。

保存に適したものを最
低限 3 日分用意。カッ
プ麺は水でも戻せるの
でおススメです。

災害時の情報収集に
役立つのはコレ。みん
なで聴けるのも嬉し
い。乾電池の用意も。

消毒液、ばんそうこ
う、 風 邪 薬、 包 帯、
綿棒など。

T シ ャ ツ、 下 着、 靴
下などを数日分用意。
圧 縮 袋 に 入 れ れ ば、
コンパクトに持ち運
べます！
非常食の缶詰めを食
べたり、物資の開封な
ど、被災時には刃物を
使う場面が増えます。

□薬・お薬手帳

持病の薬は最低でも
3 日分は持ち歩きま
しょう！お薬手帳も
あわせて持っていて。

必ず複数セットを用
意。ガラス片の処理
用などに皮手袋は便
利。

いざという時の脱出や
救出手段に役立ちま
す。結び方は事前に覚
えておきましょう！

□マスク

感染予防だけでなく、
防寒にも。マスクは
災害時にも必須です。

□お金

□貴重品

□筆記用具

□ガムテープ

□モバイルバッテリー

□ポリ袋

□ウェットティッシュ

□タオル

□ライター・マッチ

□サランラップ

最低限のお金は用意
し て お き ま し ょ う。
10 円玉は公衆電話で
使うので多めに用意。

災害時にもスマホは
とても便利。少しで
も長い時間使えるよ
うに複数用意してあ
ると便利。
チャッカマンでも可。
焚火で暖を取ったり
食べ物の加熱に。

通帳、カード、保険証、
免許証などはコピー
も用意を。家族の連
絡先を控えたメモも。

用 途 多 数。 必 需 品。
いろいろなサイズを
用意しておくと便利

シャーペン、油性マ
ジック、メモ帳など。
小さいもので大丈夫。

水が足りない中で顔
や体をふいたり、衛
生面で大活躍。赤ちゃ
んのおしり拭きにも。

布テープが丈夫。ケ
ガの止血や固定にも。
テープの上に症状を
記載できます。

けがの手当てや、下
着 の 代 用 な ど に も。
用途多数のため数枚
用意しましょう。

応急処置や、お皿代
わ り、 簡 易 伝 言 板、
防寒対策など、工夫
次第で用途多数。
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コロナ禍における地域活動

地域のお茶の間・集いの場
現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、開催を見合わせているところもあります。開催につ
いては、各サロンチラシや連絡がありますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に気をつけて

通いの場に参加するための留意点

「３つの密（密閉、密集、密接）」を避け、
「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」を心がけましょう

～感染拡大を防ぐためのポイント～
♣ 毎日、体温を計測し、体調を確認しましょう
♣ 体調の悪いときは休みましょう
♣ 症状がなくてもマスクを着用しましょう
♣ こまめに、水と石けんで丁寧な手洗いを心がけましょう
♣ １時間に２回以上の換気をしましょう
♣ お互いの距離は、
互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上空けましょう
♣ 会話をする際は、正面に立たないように気をつけましょう

～体操など身体を動かす時～
♣ マスクを着けて運動をする場合は、
無理をせず、早めに休憩を取りましょう
♣ 熱中症予防のため、こまめに水分補給や室温を調整しましょう

～食べたり、飲んだりする時～
♣ 座席は、横並びで座るなどの工夫を行いましょう
♣ 料理は個々に分けて、茶菓は個別包装されたものを選びましょう
♣ 食器・コップ・箸などは、使い捨てにしたり、洗剤で洗いましょう

…⃝コロナ禍において衛生用品の貸出を行っています。活動時にご活用ください⃝…
◦消毒液
（手指用・物品用）
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◦雑巾
（使い捨て）

◦体温計
（非接触タイプ）

◦ポリ手袋
（使い捨て）

寄付・支援のお礼
（敬称略・受付順）
匿名希望
38,000円
埼玉県北明るい社会づくりの会
3,000円
神川自然に親しむ会
100,000円

の

福祉体験学習 in 青柳小
手話を学ぼう！
１月22日㈮に青柳小学校の４年生と手話の学
習を行いました。今年度は、社会福祉協議会の
職員による講座となりました。
内容は、聞こえに不自由がある人のこと、指
文字、手話のあいさつ、手話ソング『パプリカ』
を行いました。児童からは、
「難しかったけど手
話ソングをみんなで踊れて楽しかった」など、た
くさんの感想がありました。

この他にも、未使用の紙おむ
つ、地場野菜、マスクなどもい
ただいております。地域のため
に活用させていただきます。あ
りがとうございました。

ペットボトルキャップの回収結果報告
（令和２年４月～令和３年１月まで）
集まった個数
175,870個
重量に換算すると
409㎏
★ワクチン接種に換算すると

（

参
考

※１㎏＝約430個＝約２円
１人分のワクチン約20円

）

約40人分

ご協力ありがとうございます。

おうち de ボランティア

第２弾

コロナ禍において、
『消毒』をすることが大切
になってきています。手指の消毒だけでなく、
公共施設などでは、不特定の方が触れる場所、
また会議などで使用したデスク、椅子などの消
毒を行っています。その際のふき取り用雑巾
（使
い捨て）
を募集しています。
神川町赤十字奉仕団にお声がけしたところ、
団員の皆さまが、作成して社協に届けてくれま
した。
これらの雑巾は、社協の事業開催時をはじめ、
町内の公共施設などにも配布して、消毒の際に
活用していただく予定です。
【募集している雑巾について】
●タテ・ヨコ
各20㎝位
●布の種類はできれば綿
※タ オルやシーツの使い古し
でも可能
（要洗濯）
。
肌着は不可
赤十字奉仕団から地域包
括支援センターへ贈呈
令和３年３月末日まで募集中

リユース事業
支援品募集中！～おたがいさま～
神川町社協では、
「おたがいさま」という考え
のもと、地域の人が助け合うまちづくりをめざ
し、リユース事業を行っています。
学用品、子ども衣類、食料と３種の募集を行っ
ておりましたが、コロナ禍において、生活に困
窮する方が増え、特に食料の支援が増えており
ます。ご家庭で使わない食品などがありました
ら、ご協力をお願いいたします。
【募集している食品】
●消費期限が1か月以上あるもの
●常温での保管が可能なもの
（缶
詰、レトルト、乾麺、お米など）

♦御礼♦

民生・児童委員協議会の12月の定例会で皆さ
まにお声がけしたところ、お米、餅、乾麺、野
菜、瓶詰などたくさんのご支援をいただきまし
た。いただいた食品は、年末年始に支援を必要
とするご家庭へ配布いたしました。
ご支援、ありがとうございました。
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各種お知らせ
こそだてサロン
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、助産師の先生を講師
としてお招きしてベビーマッサージやママケアな
ど、たくさんのイベントもあります。
子育てサロンは毎月第３木曜日に開催予定です。
イベントには予約が必要ですが、遊び場の利用は
予約不要・出入り自由です。お気軽におこしくだ
さい。

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

日程

イベント
（要予約）

４月15日㈭ 遊び場開放 ベビーマッサージ
５月20日㈭ 遊び場開放
６月17日㈭ 遊び場開放
７月15日㈭ 遊び場開放 虫よけアロマスプレー作り
８月19日㈭ 遊び場開放 ベビーマッサージ
９月16日㈭ 遊び場開放
10月21日㈭ 遊び場開放 ママのためのボディケア
11月18日㈭ 遊び場開放 保湿クリーム作り
12月16日㈭ 遊び場開放
１月20日㈭ 遊び場開放
２月17日㈭ 遊び場開放
３月17日㈭ 遊び場開放 ママのためのボディケア
※予定は変更になることがあります。

無料法律相談会
～法テラス熊谷協力～

法テラス熊谷の協力のもと「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
することができます。（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。
お気軽にご相談ください。
【日 程】 ４月19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、債務整理、
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）
【申込み】 ４月14日㈬までに電話で法テラス熊
谷へ事前予約をしてください。
そ の際は「4月19日の神川町法律相
談です」とお伝えください。
法テラス熊谷 ☎050-3383-5380
【その他】 個人情報は、相談の目的以外には使
用しません。

神川町社協では一緒に働く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フルタイム勤務
（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
ずれかの資格を有する方
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
日曜・祝日 1,600円
【生活・総合】
月曜～土曜 1,100円
日曜・祝日 1,375円

お問い合わせは神川町社協まで
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☎0495－74−1188

