社協かとり通信『ふれあい』は年4回市民のみなさまにお役に立つ福祉情報をお届けします。
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あけましておめでとうございます

香取市に住む全ての人が、今年１年いい年でありますように！（役職員一同）

「第 5 回ふれあいスポーツ大会」にて、協力団体・ボランティアのみなさんと香取社協職員

共同募金へのご協力
ありがとうございました

新年のごあいさつ

10 月から 12 月にかけて共同募金活動を実施し、市民のみな
さまをはじめ大勢の方々からたくさんの募金が寄せられました。
また、各区で行われたイベント会場では街頭募金も実施し大勢
の方々にご協力いただきました。ありがとうございました。
共同募金の実績は次号でお知らせいたします。

香取市社会福祉協議会
会長

亀谷

秀夫

明けましておめでとうございます。

市民のみなさまにおかれましては、お健やかに新春をお迎えのこ

11月３日
山田ふれあいまつり

11月10日
おみがわYOSAKOIふるさとまつり

ととお慶び申し上げます。

平素より、社会福祉協議会に対し格別なご支援とご協力を賜り、

心から感謝申し上げます。

さて、昨年は生活保護法の改正や生活困窮者自立支援法の制定な

ど失業者や低所得者を対象とした福祉制度の変革がありました。ま
た、大雨や台風などの自然災害が多く、香取市も広い範囲で被害を
11月17日
栗源のふるさといも祭

11月24日
ふるさとフェスタさわら

受けましたが、家族や親類、近隣住民や消防団といった『自助』『共

助』の取り組みにより大きな被害にはならず「支えあい・助けあい」
の重要性、地域福祉の原点を改めて認識した年でもありました。

そのため、社会福祉協議会としましては地域福祉の更なる充実を

目指し、地域のみなさまのご協力をいただきながら、生活に密着し
た取り組みを構築するべく役職員一同、努力して参りますので、よ
り一層のご支援とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
11月25日
小見川中央小学校

結びに、本年がみなさまにとりまして素晴らしい年でありますこ

とをご祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。
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表

彰

32号

イメージキャラクター
か

「あや香ちゃん」に決定

（敬称略）

11月15日、日比谷公会堂にて開催された平成25年度全国社会福祉
大会において下記の方が全国社会福祉協議会会長表彰を受彰されま
した。

香取市社会福祉協議会では、市民のみなさまに活動を広く知ってい
ただくため、公募でイメージキャラクターを作成しました。
また、そのキャラクターの愛称を市内の中学校および高等学校の
生徒を対象に募集し、多くの応募をいただきました。ご協力ありがと
うございました。

全国社会福祉協議会会長表彰
施設功労者
柳田 眞理子（佐原保育所）

作成者は
青森県弘前市
工藤 和久 さん
名付け親は 佐原中学校 1年 関口 真生 さん

11月11日、千葉県文化会館にて開催された第63回千葉県社会福祉
大会・第17回千葉県民生委員児童委員大会において下記の方々が受彰
されました。

名前の由来 香取市の市花あやめと香取市の香から

千葉県知事表彰
社会福祉施設職員及び社会福祉事業団体役職員
島﨑 いち（東総あやめ会）

わたしの名前は
「あや香ちゃん」です！

千葉県社会福祉協議会会長表彰
民生委員児童委員功労者
椎名 秀典（返 田） 久保木秀夫 (佐原イ)

千代田

香取市の花あやめをイメージ
し、おなかには福祉の温かさや
ぬくもりをイメージさせる腹巻
きをしています。

學 (佐原イ)

社会福祉施設・団体関係役職員功労者
宇井千恵子
（東総あやめ会）

圓藤

弘典（清水福祉会）

江幡

芳江
（清水福祉会）

小林

洋子（清水福祉会）

今井

莉子
（香取市社会福祉協議会）

今後
「あや香ちゃん」は香取市社会福祉協議会のイメージキャラク
ターとして、広報紙やホームページなどさまざまな場面で登場してい
く予定です。今後の活躍にご期待ください。

千葉県民生委員児童委員協議会会長表彰
永年勤続表彰
畔蒜 定子（九美上）
尾形 正一（新 部）
大原 秀男（丁 子）
香取 昭三（多 田）
越川晧茨朗（新市場）
椎名 秀典（返 田）

第5回

笠井 幸雄
髙木
齋
細根
稔
久保木 德
宮本 昭吾
朝日
馨

(観 音)
(大 根)
(鳥 羽)
(津 宮)
(八筋川)
(牧 野)

久保木秀夫
千代田 學
戸村登美男
林
壽一
宮﨑 紀光
島田 勝行

(佐原イ)
(佐原イ)
(佐原イ)
(貝 塚)
(小見川)
(高 萩)

ボール転がし

ふれあいスポーツ大会

10月29日、香取市民体育館を会場に
「第５回ふれあいスポーツ大会」
が開催
されました。
この大会は市内の障害者施設や団体に所属している方とボランティア等が
ふれあい、交流の輪を広めることを目的に開催しています。
当日はあいにくの雨模様でしたが350名を超える出場者・関係者・ボラン
ティアが集まり、昨年度好評でありましたフライングディスクも新しい競技
として加わり実施されました。
なお、この大会の開催にあたっては市内の各ライオンズクラブのみなさま
から協賛をいただきました。

魚つり競争

綱引き

■結果発表
チーム名

施設・団体名

順位

みどりチーム

香取市地域活動支援センターおみがわ
香取市手をつなぐ親の会

１位

しろチーム

香取市身体障害者福祉会

２位

むらさきチーム

佐原聖家族園・希望之家

３位

ピンクチーム

やまだ福祉文庫

自然

４位

あかチーム

大利根旭出福祉園

５位

きいろチーム

香取市地域活動支援センターあけぼの園

５位

あおチーム

風の郷

厚生園

７位

協力団体・ボランティア
中核地域生活支援センター香取ネットワーク・水面の会・レインボーグループ・喜
楽会・西地区婦人ボランティア・ふれんどしっぷ・千葉萌陽高校ボランティア部・
香取市おもちゃ図書館どんぐり・手話サークル
「千の風」・個人ボランティア ほか

輪投げゲーム

フライングディスク
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PICK
UP!
【小見川地区】

男の料理教室
11月14日、男の料理教室の移
動研修講座として、茨城県那珂
市にある木内酒造に出向き、地
ビール造りを体験しました。
真剣な眼差しで
始めに、ベースとなるビアス
タイルやアルコール度数、苦味を決めます。その後、いくつもの
工程を経て、最後に麦汁に苦味付けのビターホップや香り付けの
アロマホップを添加し、３週間熟成させて私たちの手元に届きま
す。クリスマスには、手作りの地ビールを楽しめそうです♪

福祉教育推進校だより（香取市立山田中学校）

香取市立山田中学校

教諭

小堀 泰司

山田中学校は、平成24年度より、千葉県から福祉教育推進
校に指定されました。
１年生は、11月11日に、山田区内の高齢者の方々と
「グラ
ウンドゴルフ大会」を実施しました。日常では、高齢者と接す
ることのない中学生も多く、高齢者の方々と一緒にグラウンド
ゴルフをすることを楽しみにしていました。中には、８ホール
を10数打で回る高齢者もいて、はつらつとしたプレーに中学
生も驚きを隠せずにいました。
その後、高齢者の方々と体育館で、トランプやジェンガなど
で交流活動を行い、楽しいひとときを過ごしました。
生徒からは、
「交流会では、高齢者の方々から、昔の様子が聞
け、一緒に遊ぶことができてとても良かった」という感想を聞
くことができました。

入るかな？

32号
【山田地区】

「ふれあい会食会」
11月28日、山田公民館において
「ふれあい会食会」を開催しま
した。日頃こもりがちな一人暮らし高齢者や日中一人暮らしの高
齢者を対象に、楽しいひとときを過ごしてもらおうと実施したも
のです。当日は25人の高齢者が集まり、ユニダンス部会や山田
フラサークルによるダンスの披露、栗林保健師による健康教室「転
倒防止運動」が行われました。
また、お昼は石橋栄養士の指
導の下、香取市高齢者クラブ連
合会山田支部女性委員のみな
さんのご協力により、手作りの
料理が振る舞われ、参加された
山田フラサークルによるフラダンス 高齢者に大変喜ばれました。
【栗源地区】

第6回大畑グラウンドゴルフ大会＆カラオケ大会
11月24日、栗源多目的芝生広場にて大畑区主催の世代間交流
事業
“第6回大畑グラウンドゴルフ大会＆カラオケ大会”が栗源地
区社協の協力のもと開催されました。
地区の小学生から高齢者まで約50名が集まり、和気あいあい
とグラウンドゴルフをプレー。
小学生達はルールや打ち方を
教えてもらいながら楽しい時
間を過しました。
その後は大畑公会堂へ移動
し、表彰式と懇親会の席でカ
ラオケ大会を開催。地域の交
流を深めました。
いろんな世代が一緒にプレー

ミニデイサービス（生きがい活動支援通所事業）
ついつい家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者の方、ミニ
デイサービスに参加してみませんか。生きがいのある生活を見つ
け社会的孤立感も解消されます。
内容＝日常生活動作訓練、趣味・生きがい講座および交流会等、
要介護状態になることの予防
対象＝市内に居住するおおむね60歳以上の高齢者
開設時間＝午前10時〜午後3時
会場および開設日
（毎週）＝●佐原地区╱谷中集会(火曜日)、農村
広場いこいの家(金曜日) ●小見川地区╱小見川社会福祉セン
ター (木曜日) ●山田＆栗源地区╱栗源保健センター (火曜日)

災害ボランティアセンターを開設しました
て

する

知っ得情報
ば得をする、
は知っていれ
ー
ナ
ー
コ
の
こ
紹介していき
祉サービスを
社会制度と福
活にお役立て
みなさまの生
ま す。 今 後 の
ください。

災害ボランティアセンター利用の注意事項
●現場の状況を確認し、ボランティアによる
活動が危険と判断される場合には作業でき
ません
●ボランティアの集まり状況によっては、希
望の日にちに派遣できない場合があります
●企業などの営業に関する活動、政治的、宗
教的な活動での作業は出来ません
※災害ボランティアセンターは常設しておりま
せんので、ご注意ください
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昨年の台風 26 号では床上・床下浸水や道路の
冠水など市民生活に大きな支障をきたしました。
これらを受け、社会福祉協議会では被害に遭わ
れたみなさまを支援するために「香取市災害ボ
ランティアセンター」を佐原中央公民館に 10 月
17 日～ 21 日の 5 日間、開設しました。
香取市では家屋に被害があったものの、家族や
知人・親戚、自治会や消防団といった「自助」
「共
助」の取り組みにより市外へボランティアを募集
するまでには至りませんでした。また、日頃から
小地域における活動をしている地区社会福祉協議
会のみなさんにも被害状況の把握や避難の誘導な
ど積極的な行動をしていただきました。
今後も市と緊密に連携し、災害の発生に向けた
取り組みや災害を防ぐ「減災」の取り組みを実施
していきたいと考えます。

災害ボランティアセンターの業務
ボランティアニーズの受付・把握・確認
市民のみなさまからボランティア派遣
の要望を受付します。
ボランティアの受け入れ
市外・県外からボランティアを受け入れて受付で
保険加入などの諸手続きをします。
ボランティアの派遣 など
ボランティア派遣の要望のあった場所やお宅に伺
い、瓦礫の撤去や清掃などのお手伝いをします。

ボランティアセンター外観
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会費納入・寄付者紹介 会費納入・ご寄付ありがとうござ
いました。※9月1日〜 11月30日

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

一般会費
東大根塚………………… 112,000
新宿地区社協……………… 8,800

賛助会費
東大戸地区社協………… 95,300
窪木敏雄…………………… 5,000
片野英子…………………… 3,000
匿名………………………… 2,000
小室豊……………………… 1,000

一般寄付
NPO 法人いぶき………… 150,000
寛園会大河寛園………… 100,000
シャルマン・シルバー・
ダンスクラブ…………… 100,000
㈱ナルミ不動産・㈱藤建商協力会
…………………………… 50,000
水郷カラオケ会………… 41,147

佐原モラロジー事務所 小林辰夫
…………………………… 30,000
佐原キリスト教会……… 30,000
マイレ本間フラスクール小見川
グループ一同…………… 30,000
新宿地区社協役員一同… 30,000
匿名（4 名）
… ………… 各 20,000
千葉県生涯大学校東総学園
かとり学友会…………… 20,000
かとり農協小見川水稲部会…13,900
匿名……………………… 10,939
匿名……………………… 10,000
荒井功…………………… 10,000
フレンドリイー………… 10,000
松林寺禅道会…………… 10,000
匿名……………………… 10,000
山崎日出明………………… 8,000
林嘉昭……………………… 6,000
源兵衛商店………………… 5,913
生演奏で踊ろうかい……… 5,000

32号

香取広域市町村圏事務組合…… 3,002
香取市みずほふれあいセンター
まつり実行委員会………… 2,608
齋藤のぶ…………………… 2,507
あやめ薬局………………… 2,398
匿名………………………… 2,000
鳥羽壽三…………………… 1,500
曾止英……………………… 1,415
鳥羽かつ……………………… 300
山口商店……………………… 100

指定寄付
山田町ライオンズクラブ……
佐原ライオンズクラブ…
小見川ライオンズクラブ……
栗源ライオンズクラブ…

40,000
20,000
10,000
10,000

物品寄付（件）
使用済切手……………………… 15
ペットボトルキャップ………… 45
プルタブ・アルミ缶…………… 29
ベルマーク……………………… 1
その他…………………………… 22

足元から健康に「満足習慣」

気で！

も元
つまで

イント
ポ
ン
足と爪は健康を足もとから支えています
健康ワ ス
イ
アドバ
私たちのからだを支える「足」
。しかし、土台とも言

い

香取市社会福祉協議会 介護職員（非常勤）募集
職種＝ホームヘルパー
（65歳未満の方）
業務内容＝利用者の自宅で実施する身
体介護・生活援助
勤務地＝本所（佐原）
勤務日時＝月～土 午前6時～午後10
時（勤務表による）
待遇・詳細＝電話にてお問い合わせく
ださい。
お問い合わせ＝本所

一緒に学ぼう！「初級手話講習会」
とき＝2月14日(金) 〜 (全5回・午後7
時〜 9時)
ところ＝佐原中央公民舘
定員＝30名(参加無料)
お申込み＝2月7日(金)までに本所

える足の健康に気を配っている人はあまり多くありませ

異常が見られても、
「たかが足の傷」
「年だからしかたがない」と放置し
ていると、大きな問題を引き起こす
ことも少なくありません。

ん。足の爪や指にトラブルを起こすと、転倒など思わぬ
事態を引き起こすことがあります。足をこまめにケアす
る「満足習慣」を身につけることで、いつまでも軽やか
な足どりで、毎日をもっとイキイキと過ごしましょう。

以下のような症状がある人は注意しましょう

足

●皮膚の一部分だけ極端に色が変わっている
●全体がかさついていたり、かかとにひびわれがある
●水疱・傷・かいようがある ●水虫がある
●痛みやむくみがある ●ウオノメ・タコがある

爪

●変色している ●伸びすぎていたり、変形している
●割れたり、はがれたりしている
●爪が厚くなっている ●巻爪になっている

主な活動報告

10月 3日 心配ごと相談
第１回歳末たすけあい募金
23日
配分委員会
29日 第５回ふれあいスポーツ大会
11月 7日 心配ごと相談
12月 3日 広報委員会
5日 心配ごと相談
第２回歳末たすけあい募金
13日
配分委員会、正副会長会議
20日 理事会、評議員会

5
ふれあいクイズ●

プレゼント付

「満足習慣」で
足元からイキイキ !
からだを健康に保つために大
切な足の健康を守る、「満足習
慣」を身につけましょう。大切
なのは、「清潔にすること」「正
しい爪の切り方を身につけるこ
と」「足をいたわること」の 3
つです。定期的なケアを心がけ
ましよう。

第8回 香取市社会福祉大会 開催のお知らせ
日時＝平成26年2月21日
（金）
開場 午後1時〜 開会 午後1時30分〜
場所＝小見川市民センター いぶき館
内容＝●顕彰式 ●体験発表
●記念公演╱
「落語」桂右團治
「ものまね」おやーじ北島
入場＝無料
お問い合せ＝本所・支所

「キーワードを探せ！」

ヒント／答えは紙面の中にあります

市内の障害者施設や団体に所属している方とボランティア等がふれあい交

流の輪を広めることを目的に開催しているスポーツの大会とは何ですか？

○○○○スポーツ大会
郵便はがきに○○にあてはまる文字を書いて、あなたの①氏名②年齢③職業④住所⑤電話番号⑥「ふれ
あい」を読んだ感想⑦福祉について知りたい情報を明記の上、下記までご応募ください。正解者の中か
ら抽選で 10 名の方に図書券 1,000 円分をプレゼントいたします。
宛先／〒 287-0001 香取市佐原ロ 2116-1
＊当選の発表は、記念品の発送をもってかえさせ
香取市社会福祉協議会「ふれあいクイズ」係
ていただきます
応募の締め切り／平成 26 年 1 月末日 ( 当日消印有効 )

次回発行予定日 ● 平成26年5月1日
（木）

子供リサイクル用品のご案内
山田支所では、チャイルドシート、
ベビーカーなど不要となった子供用品
のリサイクル活動を行っております。
なお、リサイクル品は子育て支援課
のご協力を頂き山田児童館へ展示して
おりますので宜しくお願いします。
【現在のお預かり品】
おもちゃ・ぬいぐるみ（数点）
ベビー服（数点） ベビーベッド（1）
ベビースリング（4）
ベビーバス（1）
お問い合せ＝山田支所

編 集 後 記
一年は早いもので、
アッという間にもうお正月。
昨年は気象状況の変化の為か、強カ
な台風やゲリラ豪雨等が多数発生し、
全国的に多くの被害を被りました。願
わくば災害のない穏やかな年であって
欲しいものです。
今年は午年です。香取神宮では 12
年に一度行われる式年神幸祭がありま
す。4 月 15 日・16 日 の 開 催 で、 豪
華絢爛な時代絵巻が見られることで
しょう。
またその準備に、関係者の大変な苦
労があると聞いています。香取社協も
日頃の準備を怠ることなく、役職員が
一丸となり、
「この暖かい街に住んで
良かった」をモットーに精一杯、社会
福祉の充実に努めて参ります。本年も
変わらぬご協力をお願いいたします。
広報委員：小川

剛╱本宮

敏雄

「ふれあい」
は誰にでも読みやすいUD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しています。

