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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虐待かもと思ったら

児童相談所
全国共通
ダイヤル

URL:http://www.katorishakyo.jp/

い

☎

ち

は

や

く
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子どもたちや子育てに悩む保護者の SOS の声をいち早くキャッチ！
虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
「児童

相談所全国共通ダイヤル」にかけるとお近くの児童相談所につながります。

通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。

児童虐待とは？
なぐ

身体的虐待

け

たた

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
おぼ
やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄
などにより一室に拘束する など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔に
する、自動車の中に放置する、重い病気になって
も病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的
扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふる
う
（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）、きょ
うだいに虐待行為を行う など

おど

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を

性的虐待

触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にす
る

など

こんな時にすぐお電話をください ※一部の IP 電話からはつながりません
あの子、もしかして虐待を受けているのかしら…
子育てが辛くてつい子どもにあたってしまう…
近くに子育てに悩んでいる人がいる…
なぐ

け

親から殴る、蹴るなどの暴力を受けている…

い

ち

☎
は

や

※通話料がかかります

近くの
児童相談所

く

1 8 9

専門家が対応
いたします

にお電話

平成26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26年度、一般会
費16,249,735円、 賛 助 会 費473,500円、 法 人 会 費
296,000円、合計17,019,235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てご
協力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……………12,188,327円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に…………… 824,012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……… 331,979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…………… 326,534円
●子どもの遊び場の整備費等児童福祉活動費に…………………………… 53,738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…………… 1,109,310円

ご協力いただき、 ●低所得者世帯への生活資金の貸付金（限度額３万円）に……………… 619,000円
ありがとう
●車輌に係る経費に………………………………………………………… 238,000円
ございました
●社会福祉大会の経費に…………………………………………………… 580,803円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に……………………… 303,300円
●理事会等会議の経費に…………………………………………………… 204,484円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に…………………………… 239,748円
合

計

…………………………17,019,235円
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平成26年度

事業決算報告

38号

5月21日の理事会、5月28日の評議員
会において平成26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。

主な事業

❶地域福祉サービス事業

❻助成金事業

●心配ごと相談事業
●日常生活用具貸出事業…
（貸出数のべ 333 件）
●ボランティア活動普及事業…
（83 グループ 1,834 人登録）
●お元気ですか事業…
（利用者のべ 903 人）

●高齢者クラブ連合会及び4支部事務局業務
●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82団体へ助成

❼介護保険事業

❷資金貸付事業

●指定訪問介護事業…（利用者のべ 5,220 人）
●指定居宅介護支援事業…
（利用者のべ 1,022 人）
●指定訪問入浴介護事業…
（利用者のべ 687 人）
●紙オムツ給付事業…（利用者 15,214 人）
●高齢者家族介護用品支給事業…
（利用者のべ 59 人）
●要介護認定調査事業…
（50 件）
●生活管理指導員派遣事業…
（利用者のべ 380 人）
●介護予防支援業務…（利用者のべ 189 人）

●小口資金貸付事業
（市社協）
…
（新規利用者 91 件）
●総合支援資金・福祉資金・教育支援資金
他 3 事業
（県社協受託）
…
（利用者 32 件）

❸受託事業

平成

●外出支援サービス事業…
（利用者のべ 379 人）
●ミニデイサービス事業…
（利用者のべ 3,281 人）
●給食サービス事業…
（利用者のべ 5,037 人）
●障害者紙オムツ給付事業…
（利用者 220 人）
●香取地区老人クラブ事務局業務
●日常生活自立支援事業…
（3 件）
●小見川社会福祉センター指定管理者業務
●シニア健康プラザ管理業務
●仮設住宅生活支援アドバイザー派遣事業

前期未支払資金残高
会費収入
1,593万5,623円 1,701万9,235円
6.1％
6.5％
寄附金収入
その他の活動による収入

年度

26

（自）平成26年4月1日～
（至）
平成27年3月31日

収支決算書 （法人全体）

❹共同募金配分事業
●男の料理教室…
（参加者のべ 307 人）
●ふれあいいきいきサロン…
（参加者のべ 93 人）
●初級手話講習会…
（参加者 26 人）
●声の広報事業…
（利用者 14 人）
●子供の遊び場設置事業
●香取市社会福祉大会の開催
●法外支援…
（6 件）
●歳末配分事業…
（見舞金 794 件・助成金 318 件）

❺居宅生活支援事業（障害者自立支援法に基づく事業）

収入

障害福祉サービス等
事業収入
597万3,320円
2.3％

貸付事業等収入
148万6,000円
0.6％
事業収入
374万6,805円
1.5％

負担金支出
30万3,300円 0.1％

助成金支出
1,530万8,515円
6.1％

その他の活動による支出
677万6,903円
2.7％

貸付事業支出
210万5,000円
0.8％

香取市ボランティア連絡協議会総会

役 職 名
長

額賀

勉

市内で活動されているボランティア団体や個人ボラン

副 会 長

佐藤

吟

監

事

助成金収入

介護保険事業収入
1億1,458万3,918円
44.0％

事務費支出
1,134万9,471円
4.6％
事業費支出
7,557万718円
30.3％

会

経常経費補助金収入
4,716万9,065円
18.1％

2億6,066万
57万円 0.2％
受託金収入
8,108円 3,235万1,992円
12.4％

受取利息配当金収入
111万9,343円
0.4％

●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 1,776 人）

ティアの方々が集まり、平成 27 年度香取市ボランティ

237万3,756円
0.9％

1,747万9,761円
6.7％
施設整備による収入
5万円
その他の収入
80万9,290円
0.3％

氏

名

支出

2億4,960万
2,530円

人件費支出
1億3,818万8,623円
55.4％

団体名

地

区

ふれんどしっぷ

佐

原

西地区婦人ボランティア

小見川

小倉喜佐子

ねむの木会

栗

高萩つくしんボ

源

ア連絡協議会総会が 7 月 3 日に開催されました。今年

〃

香取

薫

度は、事業報告・決算・事業計画・予算の審議のほか、

運営委員

富田

良子

絵本と語りの会～歓びがこだまして～

〃

糸川

智子

香取市おもちゃ図書館 ｢どんぐり｣

〃

〃

片野

英子

レインボーグループ

〃

〃

久保木啓司

神道山ボランティアクラブ

〃

〃

老田紀代美

エプロン

小見川

〃

竹内ツヤ子

ユニークダンス部会

山

〃

林

よもぎの会

任期満了に伴う運営委員の選任も行われました。新役員
の方々は右記のとおりです。
総会後半では、千葉県社会福祉協議会ボランティア・
市民活動センター長の山口様からお話をいただきまし
た。近隣市町村でのボランティア活動の様子をはじめ、
今後、ボランティアがどう地域のニーズを受け止めてい
くか等、これからのボランティア活動の方向性を考えさ
せられる有意義な機会となりました。

たか子

※任期は平成27年7月3日から2年間です

〃
佐

〃

原

田
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【佐原地区】

と
ご
き
で
の
まち

いきいきサロン

【栗源地区】

夏の涼を楽しむ 〜流しそうめん〜
7月11日、ボランティアくりもと主催の夏恒例行事
「第7回み
んなで一緒に流しそうめん」が栗源小学校にて開催され、親子41
組114名が参加しました。
毎 年 ボ ラ ン テ ィ ア の 皆 さ ん は、
もう そう
竹林から切り出してきた孟 宗 竹を
けやき
二つに割って欅 の部屋前に手作り
のそうめん台を2台設置しています。
子ども達も小刀やノコギリを使っ
て自分の箸と汁椀を作りました。
強い日差しの下、参加した親子は
歓声を上げながら冷たい水の流れ
に乗った麺やブルーベリーを次々
にすくい上げ、つかの間の涼を楽し
みました。
冷たくておいしい

6月19日、佐原中央公民館にて、いきいきサロンが開催されま
した。集まるやいなや、話に花が咲き、あちこちから笑い声が。
その後、ボランティア・喜々の会（ききのかい）の皆さんが用意し
てくださった山菜おこわに舌鼓をうち、みんなで「星影のワルツ」
の替え歌・
「幸せのワルツ」を合唱しました。慣れ親しんだメロ
ディにのせて綴られた歌詞は、とても心温まるものでした。手話
や体操を交えた曲では、思うようにできないグーパーの動きに苦
戦しながらも、みなさん最後まで笑顔がこぼれていました。
次回は9月18日13時からです。お誘い合わせのうえ、お気軽
にお越しください。

大きく手をひろげて

おいしく、楽しく

【山田地区】

よもぎの会 ～軽体操・脳トレ体操体験～

【小見川地区】

「ボランティア森山」
グループ発足
5月26日、小見川東地区を活動拠点とするボランティアグルー
プ「ボランティア森山」
が発足しました。名前の由来は、旧東地区
の名称から名付けました。現在9名の会員がおり、主に配食サー
ビス・地区社協活動・地区福祉施設行事の協力を行っています。
互いに助け合い、地域の絆を深め、個人の意識の向上をはか
ることの楽しさを学び活
動をひろげていこうとの
意気込みをもっています。
ボランティア活動は、行
政支援等では対応できな
い、制度の隙間を埋めそ
の人らしい生活ができる
ように応援していきます。
只今、会員を募集してお
給食宅配のようす
ります！

！

気で
でも元

ント
イ
ポ
ン
健康ワ ドバイス
ア

いつま

よもぎの会では、
大角青年館においてサロン活動
（年10 ～ 12回）
を開催しています。平成16年3月に結成し、地域の高齢者たちが
気軽に参加できる集いの場として、会食会や歓談など楽しい時間
を過ごせるサロン活動を実施してきました。地域に気軽に集まる
ことができる交流の場を作ることにより、閉じこもりの予防や健
康維持に大きな効果があります。また、活動を通して地域の絆も
深まり、明るく住みやすい地域づくりの推進にもつながります。
今年は映画鑑賞のほか、軽体操や栄養指導、脳トレ体操などを
取り入れて認知症予
防につながる内容も
取り入れた活動を計
画しています。これ
からも参加者とふれ
あい笑い、助け合い
ながら楽しい時間を
過ごしていきたいと
思います。
7 月 21 日のサロンでの軽体操

「健康簡単レシピ❻

―じゃがいも明太ポタージュ―」

じゃがいもの滑らかなスープとピリッとした明太子の味が引き立ちとても美
味しいスープです。
「暑い日が続いて何も食べたくない」そんな時はぜひお試
しください。

【材料】3 〜 4 人分
じゃがいも………………… 2 個
玉ねぎ……………………1/4 個
明太子……………………… 1 腹
牛乳………………………400cc
生クリーム………………150cc
塩…………………………… 少々
オリーブオイル……… 大さじ 1
（付け合わせ）
あさつき（ななめ小口切り）少々

【作り方】
①

じゃがいもを塩を少々入れて茹でます。

②

玉ねぎはみじん切りにしてオリーブオイル
で透明になるまで炒めます。また明太子は
薄皮をむいた状態にしておきます。

③

1 のじゃがいもは茹であがったらすぐつぶ
します。

④

3 でつぶしたじゃがいもと 2 の玉ねぎに
牛乳を合わせて、鍋でひと煮立ちさせます。

⑤

生クリームと塩で味を調えます。

⑥

器にスープを盛り、明太子と付け合わせの
あさつきを添えます。
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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。
※寄付の対象期間は4月1日〜 6月30日

※佐原・小見川地区の一般会費は次回に掲載します。

在郷…………………………… 97,000

【100,000】…佐原泌尿器クリニック

【2,000】…
（有）木内重機╱
（株）岩立水
道建設╱
（株）
菅谷工務店╱
（株）
遠藤組

╱
（有）川口建設╱
（株）越川植樹園╱

（有）ミニミニストアー林╱
（農）
大権農
場╱（株）
千葉カネイ食品╱
（有）
昭和自

工╱長嶋運送
（株）╱（有）丸平木材╱

（株）林╱前建総業
（株）
╱
（株）
喜多見呉

服店╱加瀬モータース╱前田建設
（株）
╱金井工業
（株）
╱富士デベロプメント

（株）╱
（株）
岩立鉄工所╱
（株）
高岡商会

╱菅谷建設
（株）
╱
（有）
源五商店╱
（有）
岩立工業╱
（福）
九十九里ホーム╱
（株）
ナガシマ化学工業╱
（資）
高木英次商店
╱銚子信用金庫山田支店╱
（有）
宮崎起
業╱（株）
ニッサク╱
（株）
石毛ハウジン

グ╱（有）
小堀設備工業╱木内土木
（株）
╱（有）
西谷鉄筋

一般会費
小見………………………… 136,000
吉野平……………………… 148,000

川上…………………………… 57,000
高野…………………………… 36,000
竹之内………………………… 95,000
田部………………………… 144,000

米野井………………………… 62,000
仁良………………………… 114,000
神生………………………… 132,000

高萩………………………… 128,000

実行委員会………………………7,033

上の台………………………… 91,000

林嘉昭……………………………6,000

受所…………………………… 62,000
中峰…………………………… 80,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

38号

賛助会費

原宿…………………………… 55,000

新島地区社協………………… 56,000

遠茶…………………………… 37,000

北佐原地区社協……………… 30,000

入小保内…………………… 108,000
山帰…………………………… 50,000
南四ツ塚…………………… 105,000
長岡………………………… 146,000
志高…………………………… 60,000
古内…………………………… 30,000

津宮地区社協………………… 52,000
佐藤啓子…………………………3,000
片野英子…………………………3,000
水郷エスコート…………………3,000

一般寄付

匿名………………………………6,000
栗源お花見参加者………………5,448
横田晶子…………………………5,000
有難亭真仮名……………………5,000
高齢者クラブ連合会山田支部…4,550
山崎日出明………………………2,000
鈴木喜満…………………………2,000
第 8 回おおくす賞グラウンドゴルフ

大会事務局……………………… 974

物品寄付（件）

日下部住宅…………………… 25,000

佐原ライオンズクラブ…… 300,000

古切手………………………………… 8

山倉………………………… 307,000

コンサート実行委員会…… 108,447

プルタブ・アルミ缶……………… 31

向堆住宅……………………… 19,000
大角………………………… 116,000
新里………………………… 219,000
桐谷…………………………… 69,000
鳩山…………………………… 59,000
小川………………………… 123,000
浅黄東部……………………… 60,000
浅黄西部……………………… 37,000
西崎………………………… 112,000

第５回東日本大震災復興支援

大照洋子…………………… 100,000
匿名…………………………… 60,000
歌粋会………………………… 51,390
黒田良一……………………… 50,000
( 株 ) ヨシワラ企画佐藤武… … 50,000
水郷カラオケ会……………… 43,811
香取市民ゴルフ大会実行委員会

… …………………………… 42,048

大畑…………………………… 48,000

ニュー歌謡友の会…………… 36,172

助沢…………………………… 76,000

実川満………………………… 30,000

東野…………………………… 32,000
西田部………………………… 63,000
苅毛…………………………… 51,000
荒北…………………………… 80,000
浅間台………………………… 20,000
沢…………………………… 121,000
開進…………………………… 66,000
倉沢…………………………… 17,000
宿原…………………………… 24,000

香取市小見川文化協会……… 31,480

７月４日、３年に１度の大河
流舞踊「寛園会」が、記念すべ
き第 10 回公演を迎え、佐原文
化会館で開催されました。
今回も地域福祉のために、多
額の寄付をいただきました。

セイミヤ玉造店……………… 19,237
荒井功………………………… 10,000
佐原点字サークル…………… 10,000
フレンドリィ………………… 10,000
高齢者クラブ連合会山田支部

グラウンドゴルフ大会…………7,970

岩ケ崎区、岩ケ崎商店会さくらまつり

とき＝9月17日
（木）
から全10回 午後7時～ 9時
ところ＝小見川社会福祉センター（さくら館）
定員＝30名
（参加無料）
参加費＝無料
お申し込み＝9月10日
（木）までに本所
お問い合わせ＝本所

ヒント／答えは紙面の中にあります

虐待かもと思った時など、すぐに児童相談所に通告・相談
ができる全国共通の電話番号は何番ですか？

☎○○○
郵便はがきに○○○にあてはまる数字を書いて、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 27 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

「キーワードを探せ！」

5月

7日
21日
28日
6月 4日
7月 2日
3日

ありがとう

祝 100歳

次回発行予定日 ● 平成27年10月1日
（木）

その他……………………………… 46

初級手話講習会

「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31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27年4月1日〜平成28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）
。

プレゼント付

ペットボトルキャップ…………… 71

佐原モラロジー事務所……… 30,000

100 歳顔写真募集

11
ふれあいクイズ●

匿名………………………………6,353

心配ごと相談
理事会
評議員会
心配ごと相談
心配ごと相談
ボランティア連絡協議会総会

夏真盛りです。私の少年時代（昭
和 30 年代）は、暑い日でも 30℃
くらいでした。昨今の暑さは「夏日、真夏日、猛暑日」と云っ
た気温別に表しています。4 月から 5 月にかけて夏日が現れ、
6 月からは真夏日・猛暑日が頻繁に表れるようになりました。
人は、環境の変化に順応しますが、急激な、極端な変化に
は限度があります。
これからも猛暑日が現れるでしょうが、特に「熱中症」に
は十分に注意し、この夏の暑さを乗り切りたいものです。

編 集 後 記

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。

