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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～社会福祉協議会の介護保険事業のご案内～

住み慣れた地域で安心して
暮らしていけるように

わが国では、急速な高齢社会化にともない、介護の問題が最大の不安要因になってきています。

要介護状態になっても、残された能力を活かして、できるだけ自立し尊厳を持って、
「ずっと住み慣れた街
で安心して暮らしていける」ことがみんなの願いです。しかし家族だけで介護を行うことが難しくなってき
ているのが現状です。そのような中、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを
安心して受けられる仕組みが介護保険制度です。社会福祉協議会が、そのお手伝いをさせていただきます。

訪問介護（ホームヘルパーの訪問による介護）
ホームヘルパーがご自宅にお伺いして、介護を必要とさ
れる方の日常生活
（食事・入浴・排泄等）のお手伝いをし、
自宅での生活をサポートするサービ
スです。
ご本人が有する力に応じて、自立
支援のために介護をしますので、
「全
て至れり尽くせり」ではなく、
「 でき
ることはご自分でやっていただく」
というのが基本です。また、生活動
作能力や生活意欲の向上を目標とし
て、ご本人とヘルパーが一緒に調理
や買い物等を行い、自立支援につな
げていくサービスも行います。

これらの介護保険サービスは、要介護認定を受けた方
が対象となります。要介護認定申請は、市役所の高齢者
福祉課で受け付けています。

訪問入浴介護（移動入浴車の訪問による入浴介助）
入浴困難な方のお宅に、看護師、ヘルパー、オ
ペレーターの3人が移動入浴車で訪問し、ご自宅の
居 間 な ど で 浴 槽 を 組 み 立 て、 入 浴 介 助 を 行 い ま
す。同行する看護師が事前に血圧などお体の状態を
チェックして、問題がなければサービスを提供しま
す。寝たきりの方や、床ずれなどの医療処置がある
方もご利用いただけます。

居宅介護支援事業（ケアマネジャーによる相談援助・ケアプラン作成）
介護が必要となり、介護保険制度を利用
まず
は
するにはケアプランの作成が必要となり、
相談
を
介護支援専門員
（ケアマネジャー）が介護
して
ね
を受けるご本人とご家族の相談に応じ、助
言や情報提供を行いながら、ケアプランを
作成します。
公正・中立的な立場として、ご本人と地域の保健・医療・福祉サービス
事業者との「橋渡し役」となり、策定した計画に基づいて円滑にサービスが
利用できるよう支援します。初めて介護する方も、
お気軽にご相談ください。

香取市ボランティア連絡協議会総会・研修会

銀行ATM

カバン
を
な
く
したか
お金振
ら
り込ん
で！

7月1日、市内で活動しているボランティア団体の代表者が集まり、香取市ボランティア連絡協
議会総会が開催されました。平成25年度事業報告・決算、平成26年度事業計画・予算についての
議案が審議され、全ての議案について出席者の皆さまより承認をいただきました。
また、その後の研修会では千葉県香取警察署生活安全課の方を講師に招き、
「振り込め詐欺被害防
止講座」と題して最近の詐欺の手口や香取警察署管内における状況などについてお話しいただきま
した。
ボランティア連絡協議会では今後も積極的に研修会を開催し、ボランティアの
育成に努めていきたいと考えています。

平成25年の被害状況 香取警察署管内
被害件数…10件、被害額……約2,600万円
（うちオレオレ詐欺が 8件・約2,500万円）
最近の手口の特徴
当日配布されたチラシ
●息子の実名をかたるオレオレ詐欺
（オレオレ詐欺全体の約89％）
●カバン等の遺失による損害補てん
（オレオレ詐欺全体の約53％）
●現金の直接受け取り型
（オレオレ詐欺全体の約90％が手渡しによる被害）

2

社協かとり通信

平成26年8月1日

平成25年度

事業・決算報告
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5月30日、理事会・評議員会において平成25年度事業
報告並びに決算が承認されましたので報告します。

❶地域福祉サービス事業

❼介護保険事業

●心配ごと相談所事業
●日常生活用具貸出事業
（貸出数のべ201台）
●ボランティア活動普及事業
（87グループ1,903人・個人ボランティア80人登録）
●お元気ですか事業
（利用者のべ1,051人）

●指定訪問介護事業
（利用者のべ5,778人）
●指定居宅介護支援事業
（利用者のべ927人）
●指定訪問入浴事業
（利用者のべ912人）
●紙オムツ給付事業
（利用者14,326人）

❷資金貸付事業

収支決算書 ( 法人全体）

●小口資金貸付事業
（市社協） 利用者60件
●総合支援資金・福祉資金・教育支援資金 ほか3事業
（県社協受託） 利用者49件

（自）平成25年4月1日～
（至）
平成26年3月31日

❸受託事業

会費収入
1,729万6,685円
4.1％

前期未支払資金残高
1,479万8,536円
3.5％

●外出支援サービス事業
（利用者のべ338人）
●ミニデイサービス事業
（利用者のべ3,283人）
●給食サービス事業
（利用者のべ4,948人）
●障害者紙おむつ事業
（利用者158人） ほか10事業

収入

その他の活動による収入
1億7,037万9,862円
39.9％

❹共同募金配分事業
●男の料理教室（参加者のべ329人）
●ふれあい生きいきサロン
（参加者のべ123人）
●初級手話講習会（参加者26人）
・声の広報事業
●子供の遊び場設置事業
●ボランティア連絡協議会の運営
●香取市社会福祉大会の開催
●法外支援（10件）
●歳末配分事業（見舞金861件・助成金317件）

その他の活動による支出
1億6,643万1,884円
40.5％
負担金支出
32万5,900円
0.1％

❻助成金事業

受託金収入
3,985万515円 9.3％
貸付事業収入
102万9,000円
0.2％

事業収入
介護保険事業収入
366万2,049円
1億2,278万1,618円
0.9％
28.8％
障害福祉サービス等事業収入
637万1,936円
1.5％

受取利息配当金収入
57万7,370円
0.1％

●支援が必要な身体・知的・児童障害者に対するホーム
ヘルパー派遣事業
（利用者数のべ1,773人）

経常経費補助金収入
4,662万7,628円
10.9％
助成金収入
57万円 0.1％

4億2,687万
8,343円

その他の収入
27万8,908円
0.1％

❺居宅生活支援事業（障害者自立支援法に基づく事業）

寄附金収入
265万4,236円
0.6％

支出

4億1,094万
2,720円

人件費支出
1億4,135万121円
34.4％

事業費支出
7,542万3,614円
18.4％

助成金支出
1,496万2,117円
事務費支出
3.6％
貸付事業支出 1,097万9,084円
2.7％
147万円 0.3％

●地区社会福祉協議会・福祉団体・ボランティア団体・
学校など90団体へ助成

会費納入にご協力いただき、ありがとうございました

～平成25年度「一般会費」
「賛助会費」
「法人会費」使途報告～
毎年、市民の皆様や事業所など大勢の方々にご理解
とご協力いただいている会費は、平成25年度一般会
費16,343,385円、 賛 助 会 費514,300円、 法 人 会 費
439,000円、合計17,296,685円ものご協力をいただ
きました。会費納入にあたり地域等で取りまとめのご
協力をいただいた皆様に感謝申し上げます。
ご協力いただきました会費は、右記に掲げる事業に
活用させていただきました。

一般会費 １世帯 800円
各世帯から自治会長を通じてご協力いただいています。

賛助会費 １口 1,000円、法人会費 １口 2,000円
社会福祉に理解を持ち、本会の活動に賛同いただいている
個人・団体・法人・事業所からご協力いただいています。

会費の使途
●地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、母子福祉協力員協議会、
高齢者クラブ連合会、ボランティア連絡協議会等への助成に……12,147,117円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に…………… 827,794円
●障害者スポーツ大会、手話講習会などの障害者福祉活動費に……… 372,567円
●いきいきサロン、男の料理教室などの高齢者福祉活動費に…………… 441,811円
●子どもの遊び場の整備費等児童福祉活動費に………………………… 249,503円
●心配ごと相談所の運営費等地域福祉サービス活動費に…………… 1,025,135円
●低所得者世帯への生活資金の貸付金
（限度額3万円）に………………… 441,000円
●車輌に係る経費に………………………………………………………… 473,547円
●社会福祉大会の経費に…………………………………………………… 541,405円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に……………………… 325,900円
●理事会等会議の経費に…………………………………………………… 178,587円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に…………………………… 272,319円
合

計

…………………………17,296,685円
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和太鼓 香音

【山田地区】

和太鼓に魅せられて

～出会いを大切に～

香取市から楽しい音を発信しようと、和太鼓好きが集まりチー
ムを結成し4年になります。この間、いろいろなイベントや施設
行事に参加させていただき、地域の沢山の方々と和太鼓を通しふ
れあうことができ楽しい時間を過ごしてきました。
今後も私たちは活動を通じて人とのふれあいを大切にしながら、
みなさんに喜んでいただける和太鼓を目指し、日々の練習に励ん
でいきたいと思います。

34号
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【佐原地区】

高齢者疑似体験セット寄贈
東大戸地区社会福祉協議会(会長：吉田三郎)から高齢者疑似体
験セット５台が寄贈されました。このセットは高齢者の身体機能
の低下を実感し、不自由さや気持ちを体験し高齢者に対する思い
やりの気持ちを持つことを目的とするものです。
このセットは学校などの
福祉教育活動に役立たさせ
ていただきます。

目録を贈呈

【栗源地区】

高萩ふれあいサロン
毎月20日に高萩青年館で行われている『高萩ふれあいサロン』
では会員手作りの
「しおり」を6月24日に栗源小学校へ寄贈しま
した。生徒の皆さんの勉強の役に立ててもらえるようにと作った
もので、今後も地域の為になる事を取り入れて行きたいと語って
くれました。

迫力のある和太鼓の演奏（昨年の山田ふれあいまつり）

高萩ふれあいサロンのみなさん

で！

手作りのしおり

家庭でできる食中毒予防

元気
も
で
ま

イント 今回は、家庭でできる食中毒予防について紹介いたします。
ポ
ン
食中毒の原因となる細菌の多くは、食品中で大量に増えることにより食中毒を起こ
健康ワ ドバイス します。このため、食中毒を予防するには食中毒予防の
3 原則「食中毒菌をつけない、
ア

いつ

ふやさない、やっつける」を守ることが大切です。

1. つけない －消毒・清潔－

2. ふやさない －迅速・冷却－

●手洗いをしっかり

●調理済の食品はすぐ食べて

◦調理前 ◦肉、魚、卵を扱った後 ◦食事前 ◦鼻をかんだ後

◦室温に放置せず、すぐ食べましょう。

◦肌や髪に触った後 ◦動物に触った後 ◦トイレの後

◦余ったものは、冷ました後すみやかに冷蔵庫で

◦おむつを交換した後

など

保管し、なるべく早く食べきりましょう。

●調理器具は清潔に

●冷蔵庫の温度管理を大切に

◦洗剤でよく洗ってから、熱湯や漂白剤で

◦冷蔵庫は 10℃以下、冷凍庫は－15℃以下に

消毒し、乾燥させて保管しましょう。

保ちましょう。（庫内に温度計を入れてチェック）

まな板や包丁は、「肉用」「魚用」「野菜用」

◦冷蔵庫の詰めすぎは冷却効率が悪くなるので７割

など食材ごとに使い分けましょう。

を目安にしましょう。

●食材は分けて保管を

＊冷蔵庫を過信しないで、月に一度は庫内の大掃除をしましょう！

◦生の肉や魚は、他の食品に触れないように、容器に入れたり、ラッ
プで包むなどしましょう。

手はきれいに
洗えますか？
手洗いは食中毒予防の第一歩。
汚れが残りやすいポイントを意識
して時間をかけて（30 秒が目安）
しっかり洗いましょう。

●中心部までしっかり加熱

汚れが残りやすいポイント
つめ

3. やっつける －加熱－
◦中心温度 75℃以上１分間以上を目安にしましょう。

指先
指の間

（ノロウイルス対策は 85℃以上１分間以上）
●温め直しも注意を
◦みそ汁やスープは沸騰させましょう。

親指の周り

しわ

◦電子レンジでの加熱はムラのないよう時々かき混ぜて

【消費期限】「安全に食べられる期限」 ➡弁当やサンドイッチ、惣菜など傷みやすい食品につけられた期限です。未開封でも消費期限を過ぎたものは食べないようにしましょう。
【賞味期限】「おいしく食べられる期限」➡スナック菓子やカップめん、缶詰など日持ちする食品につけられた期限です。食品の品質が十分保たれる期限を表したもので賞味期限
を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
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会費納入・ご寄付ありがとうござ
いました。※4月1日〜 6月30日

【2,000】…㈲木内重機╱㈱岩立水道建
設╱㈱菅谷工務店╱㈱遠藤組╱㈲川口
建設╱㈱越川植樹園╱㈲ミニミニスト
アー林╱
（農）
大権農場╱㈱千葉カネイ

食品╱㈲昭和自工╱長嶋運送㈱╱㈲丸
平木材╱かとり農業協同組合╱㈱林╱
前建総業㈱╱㈱喜多見呉服店╱医療法
人社団

惠慈会╱加瀬モータース╱前

田建設㈱╱金井工業㈱╱富士デベロプ
メント㈱╱㈱高岡商会╱菅谷建設㈱╱
㈱岩立鉄工所╱㈲源五商店╱㈲岩立工
業╱（福）
九十九里ホーム╱㈱ナガシマ
化学工業╱
（資）
岩立晴雄商店╱
（資）
高

木英次商店╱銚子信用金庫山田支店╱
㈲宮崎起業╱㈱ニッサク╱㈱石毛ハウ
ジング╱㈲小堀設備工業╱木内土木㈱
╱㈲西谷鉄筋

林嘉昭……………………………6,000

鳩山…………………………… 59,000

小川………………………… 127,000

小見………………………… 136,000

賛助会費

吉野平……………………… 150,000
川上…………………………… 57,000

津宮地区社協………………… 57,000

竹之内………………………… 94,000

北佐原地区社協……………… 30,000

新島地区社協………………… 56,000

高野…………………………… 37,000

佐藤啓子…………………………3,000

田部………………………… 147,000

片野英子…………………………3,000

米野井………………………… 61,000

仁良………………………… 107,500

一般寄付

神生………………………… 136,000
在郷…………………………… 95,000

大照洋子…………………… 100,000

入小保内…………………… 108,000

ニュー歌謡友の会…………… 38,840

水郷カラオケ会……………… 47,537

原宿…………………………… 54,000

香取市小見川文化協会……… 35,896

遠茶…………………………… 39,000

香取市民ゴルフ大会実行委員会

山帰…………………………… 52,000

南四ツ塚…………………… 105,000
志高…………………………… 60,000

100 歳顔写真募集
「ふれあい」
では毎年、100歳になられる方の顔写真を掲載してい
ます。希望される方は、8月29日までに最寄りの社会福祉協議会に
お申し込みください。
対象＝平成26年4月1日〜平成27年3月31日
の間に100歳を迎える方
応募方法＝最近の顔写真
（裏に住
所・氏名を明記）
を添えて最寄りの
本所・支所へお申し込みください
（写真は
「ふれあい」
掲載後、返却い
たします)。

寿

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になった子供用品
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
の協力で山田児童館に展示しています。

実川満………………………… 10,000

実行委員会………………………4,453
香取市高齢者クラブ連合会山田支部

グラウンドゴルフ大会…………3,720
匿名………………………………1,003
文山自動車……………………… 813
津宮幼稚園……………………… 531
第７回おおくす賞グラウンドゴルフ

大会事務局……………………… 480
小見川生涯学習担当……………… 17

指定寄付
( 株 ) ファイブ… ……………… 20,000

物品寄付（件）
ボトルキャップ…………………… 48
車いす………………………………… 1

その他……………………………… 31

ご覧ください。
【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）
クーファン
（１） おまる
（１） ママコート（１）
お問い合わせ＝山田支所

水の郷さわらで「ふるさと佐原盆踊り大会」
楽しい夏休み！盆踊りのシーズンが到来しました。新宿地区社協で
は
「盆踊り大会」を下記の日程で開催いたします。地域の親睦を深め、
市民のみなさんに楽しんでいただけるように計画しました。大勢の
方々のご参加をお待ちしております。
対象＝どなたでも
日時＝8月14日
（木）～ 16日（土）午後6時30分～ 9時まで（雨天中止）
ところ＝道の駅 水の郷さわら
内容＝縁日コーナー
（かき氷、わたあめ、焼き
そば他）
やゲームコーナーなど各種露店（有料）
お問い合わせ＝本所

要介護状態になっても、残された能力を活かして、ずっと
住み慣れた街で安心して暮らしていきたいものです。しかし
家族だけで介護を行うことが難しくなってきています。その
ような中、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した
総合的なサービスを安心して受けられる仕組みとはなんで
しょうか。

○○保険制度
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 香取市社会福祉協議会「ふれあいクイズ」係
応募の締め切り／平成 26 年 8 月 15 日 ( 当日消印有効 )
＊当選の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます

主な活動報告

ヒント／答えは紙面の中にあります

次回発行予定日 ● 平成26年10月1日
（水）

岩ケ崎区、岩ケ崎商店会さくらまつり

プルタブ・アルミ缶……………… 25

「キーワードを探せ！」

プレゼント付

生演奏で踊ろう会………………5,000

匿名…………………………… 30,000
山崎日出明…………………… 14,000

日下部住宅…………………… 28,000

匿名………………………………6,000

古切手……………………………… 13

佐原モラロジー事務所……… 30,000

古内…………………………… 30,000

栗源お花見参加者………………7,278

………………………………… 34,360
鈴木節子……………………… 30,000

長岡………………………… 146,000

向堆住宅……………………… 20,000

7
ふれあいクイズ●

新里………………………… 219,000
桐谷…………………………… 70,000

一般会費

【100,000】
…佐原泌尿器クリニック

荒井功………………………… 10,000

大角………………………… 115,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

山倉………………………… 311,000

5月

1日
20日
30日
6月 5日
7月 1日
3日

心配ごと相談
正副会長会議
理事会・評議員会
心配ごと相談
ボランティア連絡協議会総会
心配ごと相談

編 集 後 記
近年「猛暑」や「ゲリラ豪雨」といった異常気象が頻繁に
現れ、私達の生活に支障を来しております。
日常生活において、災害や事故、病気に遭わないという保
証はありません。ただしそのような災難に遭われても、自助
努力で及ばないこともあります。
社会福祉協議会では、皆様が安心して過ごせるよう、お手
伝いをいたしております。ご相談等ご利用ください。
広報委員：小川 剛╱本宮 敏雄╱須田美恵子╱橋本 吉之

「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。

