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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修理を頼めない」
、
「預金をおろしたくても銀行等に行けない」など
があります。その身内の方が遠いところに住んでいるとか、さらに、
ご高齢という場合には、その方に助けを求めることもできません。
このような方々には、手助けが必要になります。内容によっては、
社会福祉協議会でなければならないものもありますが、何といって
も「ご近所の力」が、手助けに大きく貢献していただけるのではな
いでしょうか。
「私達が住み慣れたこの街で、誰もが安心して暮らす」ためには、

新年のごあいさつ

地域の皆さまの人と人とのつながりや支え合いという「絆」が大切
だと再認識されており、地域の力で、困っている人を助け支える、
地域支援事業を充実させていく必要があります。このことにつきま

香取市社会福祉協議会

会長

菅谷

長藏

新年あけましておめでとうございます。
市民の皆さまには、ご健勝のうちに希望に満ちた輝かしい新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。

さて、以前から皆さまにお伝えしているところですが、近年、私
達の暮らしの中で起きている生活課題や福祉課題は、既存の制度だ
けでは解決できないものが多くなってきております。例えば、高齢
者の方のみの世帯では、生活費には問題がないのですが、
「生活し
ていく上での色々な手続きができない」
、
「家電品に故障があっても

表

彰

平成28年度 全国社会福祉大会

平成28年11月11日（金）、メルパルクホール（東京都港
区）
にて

中央共同募金会会長顕彰【優良地区、団体】
臨済宗妙心寺派青年僧の会

して社会福祉協議会は、香取市及び各関係団体、ボランティアをは
じめとする市民の皆さまとともに進めていく所存でございますので、
皆さまのお力を頂戴したくお願い申し上げます。
本年も、誰もが住み慣れたところで安心して暮らすことのできる
地域づくりと香取市の福祉向上のために、役職員一同さらなる努力
を続けて参りますので、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

最後に、皆さまのご多幸とご健勝をお祈りし、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

共同募金へのご協力
ありがとうございました
昨年の 10 月から 12 月にかけて実施した共同募金活動
に、大勢の方々からたくさんの募金が寄せられました。
募金をしていただいた市民の皆さまはもちろん、各自治
会、民生児童委員、各法人・職場、街頭募金にご協力いた
だいたボランティア等々、募金活動に係わっていただいた
方々に心よりお礼申し上げます。皆さまからご協力いただ
いた善意は、
「じぶんの町を良くする」ための福祉活動に活用させていただきます。
ありがとうございました。なお共同募金の実績は次号でお知らせいたします。

第66回 千葉県社会福祉大会

平成28年11月9日
（水）、千葉県文化会館（千葉市）にて

11 月 3 日
山田ふれあいまつり

11 月 13 日
おみがわ YOSAKOI ふるさとまつり

11 月 20 日
栗源のふるさといも祭

11 月 27 日
ふるさとフェスタさわら

民生委員・児童委員 功労者表彰
森

和子

（新島地区）

（敬称略）

社会福祉施設・団体関係役職員 功労者表彰
関
東條
佐藤
石田
関
小林
菅澤

日佐江
恵美子
文江
はる美
一葉
和美
康恵

（新島保育所）
（瑞穂保育所）
（小見川南保育所）
（栗源保育所）
（清水保育園）
（清水保育園）
（清水保育園）

（敬称略）
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「ふれあいスポーツ大会」開催

10 月 22 日、香取市民体育館を会場に「第 8 回ふれあいスポーツ大
会」を開催しました。この大会はスポーツを通じ、障害を持つ方々と
健常者が一体となって心の交流を図り、ふれあいの輪を広げ、障害を

持つ方の社会参加を推進する目的で実施しています。当日は、市内の
障害者施設や団体に所属している方々やボランティアなど総勢 300 人
以上が参加しました。
魚釣り競争や綱引き、パン食い競争など様々な競技が行われ、和や
かな雰囲気の中で開催することができました。大会に参加しました選
手やその家族、たくさんのボランティアスタッフの皆さま、お疲れ様
でした。
またこの大会を開催するにあたり、市内のライオンズクラブの皆さ
まより協賛をいただき、㈱ファイブ、道の駅水の郷さわらからは参加
者全員にバナナが配布されました。

【結果発表】
チーム名

施設・団体名

順位

し

ろ 香取市身体障害者福祉会

1位

あ

か 大利根旭出福祉園

2位

あ

お 風の郷

3位

厚生園

き い ろ 香取市地域活動支援センターあけぼの園

4位

佐原聖家族園
み ど り 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

5位

ピ ン ク 希望之家・いずみの家・よつ葉

6位

【ご協力団体・ボランティア】
朗読奉仕水面の会・レインボーグループ・西地区婦人ボランティア・手話サークル千の風・喜楽会・おもちゃ図書館どんぐり・千葉萌陽高校
ボランティア部・新宿地区社会福祉協議会・香取ネットワーク・男性ボランティアグループ ほか
「玉入れ競争」 かご目掛けて玉を投げ込め！

「準備運動」 みんなでラジオ体操

「魚釣り競争」
落とさない
ように慎重に

「綱引き」みんなで思いっきり引っ張れ 「みんな一緒に踊ろう」マイムマイム

で！

元気
も
で
ま

ント
イ
ポ
ン
健康ワ ス
イ
アドバ

いつ

「健康簡単レシピ❾

―紅白寒天―」

お正月や年越し、祝いの膳に紅白寒天はいかがでしょうか。

アセロラは、万病対策のビタミン C 補給に効果的です。 アセロラの効能
や効果としては、風邪をひきやすい人や、ストレスが多い、肌あれが気にな
る、タバコをよく吸う人に有効とされています。また寒天には便秘予防や
免疫力を高める効果もあり美容と健康にいい食材です。
【作り方】
牛乳寒天

【材料】
粉寒天パウダー……… 2g
水………………… 200ml
牛乳……………… 100ml
砂糖………………… 30g
アセロラ寒天

粉寒天パウダー……… 2g
水………………… 200ml
アセロラジュース…… 100ml
砂糖………………… 20g

①牛乳寒天から作ります。鍋に水と粉寒天パ
ウダーを入れ火にかけ沸騰したらさらに 2
分かき混ぜとかし砂糖を加え火を止めます。
②①に牛乳を加え、流し缶に流し常温で固ま
るのを待ちます（約 20 分）。固まったら
①の要領でアセロラ寒天も作ります。
③固まった牛乳寒天の上にアセロラ寒天を流
し込み常温であら熱がとれるまで置いてか
ら冷蔵庫で冷やして固め、お好みの大きさ
に切り分けます。
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【佐原地区】

第14回

瑞穂文化祭

11月15日・16日、谷中地区のミニデイサービス参加者の作品
を展示した
「第14回瑞穂文化祭」が谷中集会所にて開催されまし
た。
恒例となった干支をモチーフにした作品が会場入口でお出迎え。
使う素材も様々で、厚紙や布、包装紙、サマーヤーンなどを巧み
に用いて作られた可愛い動物や花、ペーパードールが所狭しと展
示されていました。
当 日 は、 製 作 さ れ た 皆
さんも集まってくださり、
「（作業が）大変なときには、
もうこれでやめようと思う。
けれど、1つ作品が完成す
ると、また次が作りたくな
るのよ」と笑顔いっぱいに
話してくださいました。
会場にはたくさんの作品が展示

【小見川地区】

男の料理教室
（移動研修）
10月25日、小見川支所で開催している男の料理教室
（移動研
修）では、
茨城県下妻市にあるビアスパークしもつまへ行きました。
ビアスパークしもつまでは、ソーセージ作りと米の消費拡大を目
的に注目されている米粉パン作りを体験しました。
また食養生
「食事で健康を作る」
を意識しながら薬膳料理をいた
だき、その中には日頃の食生活に役立つヒントがありました。
参加した皆さんは、手作
りのソーセージと米粉パ
ンのお土産を持ち帰り、立
ち寄ったシャトーカミヤで
お好みのワインを買うなど、
嬉しそうな参加者の笑顔が
印象的な研修となりました。

44号

3

【山田地区】

敬老おたのしみ会開催
10月7日、府馬小学区地区社会福祉協議会主催の
「敬老おたの
しみ会」が旭市の黄鶴で開催され130人の高齢者が集まりました。
当日は、香取市の佐々保健師や「フクシエンタープライズ」の滝
澤先生による脳トレ・認知症予防講座や参加者によるカラオケや
舞踊などが披露されました。とりわけ目を引いたのは菅谷泰夫さ
ん
（府馬）
手作りの御神輿。お囃子にのせて会場をねり歩き、本物
と見紛うばかりの御神輿の華やかさに会場からは歓声が上がりま
した。参加者全員が楽しい充実したひと時を過ごせた一日となり
ました。

ひときわ注目された手作りの御神輿

【佐原地区】

第3回 ふるさとさわら大芋煮会
12月4日、佐原信用金庫本店駐車場を会場に、地域力向上と社
協活動を広く知っていただくため
「第3回ふるさとさわら大芋煮
会」が新宿地区社会福祉協議会
（会長：山崎日出男）の主催で開催
されました。昨年参加された方々からは、
「今年はいつ？」と事前
に問い合わせがあったほど。待望のアツアツ芋煮が配られると、
寒さも吹き飛び、訪れた方々の心も体も温かくなっていました。
なお、この催しは石井工業㈱、㈱鈴木組、道の駅水の郷さわら、
みのや酒店、共同募金会からの温かいご支援を受けています。

たくさんの人が訪れた会場
羊腸へ詰める行程
【栗源地区】
【小見川地区】

笑顔が集う
『サロンくろべ』
小見川中央地区社協は、
10月21日に、小見川駅前の
空き室を借りて
『サロンくろ
べ』
を開設しました。人が集
い、
「仲間づくり」
「
、健康づく
り」
につながる楽しい場所を
目指して、現在月に1回第3
サロン活動視察での勉強会のようす
金曜日に開催しています。
11月18日には、運営を担う自治会役員や民生・児童委員、ボ
ランティアさんらとともに、松戸市常盤平地区社協が行う先進的
なサロン活動を視察するなど、サロンの充実を図っております。
皆さまどうぞお気軽にお立ち寄りください。

干支のもちつき会
12月10日、栗源市民センターにてボランティア栗源主催
「干支
のもちつき会」
が開催され、酉年生まれの老若男女が参加しました。
最初に子ども達が臼を囲み、代わる代わる
「よいしょ！よい
しょ！」
と大きな掛け声を響かせ、元気いっぱいにきねを振ると大
人達も負けじと大張り切り。会場は活気に満ち溢れました。
つき終わってからは、あ
んこ餅やお雑煮が振る舞わ
れ、年男年女の皆さんは自
分でついたお餅を味わいな
がら、一足早い新春気分を
楽しみました。

腰を入れて力強く！
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会費納入・寄付者紹介

44号

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
新宿地区社協……………… 200,000
本宿地区社協………………… 18,400
大根塚………………………… 70,000

賛助会費
窪木敏雄……………………… 5,000

法人会費
佐原泌尿器クリニック…… 100,000

一般寄付
シャルマン・シルバー・ダンスクラブ
……………………………… 100,000

水郷カラオケ会……………… 49,876
実川満………………………… 40,000
匿名…………………………… 40,000
上野フラグループオミガワ昼・夜
………………………………… 30,000
華胡歌謡会…………………… 26,835
香取市小見川文化協会……… 20,947
ＪＡかとり水稲部会………… 13,400
鳥光商店……………………… 12,342
協同組合佐原信販ポイント事業部
………………………………… 11,684
林嘉昭………………………… 10,000
荒井功………………………… 10,000
山崎日出明…………………… 6,000
本宮書道教室………………… 5,655

第 11 回 香取市社会福祉大会開催のお知らせ
香取市社会福祉大会を下記の日程で開催
いたします。皆さまお誘い合わせの上、ご
参加ください。
日時＝平成29年2月21日
（火）
開場12時30分～ 開会13時～
場所＝香取市佐原文化会館
内容＝●顕彰式
●体験発表
●記念講演
入場＝無料
お問い合わせ＝本所・支所

広がれ、こども食堂の輪！ in ちば
子どもが一人でも安心して来ることがで
きる低額または無料の食堂であり、居場所
づくりとしても全国的な広がりを見せてい
る「こども食堂」
の取り組みをさらに広げて
いくためのイベントを開催します。
イベント名＝広がれ、こども食堂の輪！
inちば
内容
①NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネッ

プレゼント付

「キーワードを
探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

10 月 22 日、香取市民体育館を会場に行われた、障害
者と健常者が一体となって心の交流を図り、ふれあいの輪
を広げ、障害者の社会参加を推進する目的のスポーツイベ
ントとは何でしょうか？

○○○○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
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 29 年 1 月 15 日（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

次回発行予定日 ● 平成29年5月1日
（月）

小見川ライオンズクラブ…… 10,000
栗源ライオンズクラブ……… 10,000

物品寄付（件）
古切手………………………………
ボトルキャップ……………………
プルタブ・アルミ缶………………
その他………………………………

10
70
23
57

指定寄付
香取の地域福祉を考える会… 31,050
佐原ライオンズクラブ……… 20,000
山田町ライオンズクラブ…… 10,000

トワーク栗林知絵子理事長による講演
②こ ども食堂実施者によるパネルディス
カッション
「知って！来て！こども食堂」
③子どもへの支援活動者によるリレートー
クなど
開催日時＝平成29年1月15日(日)
午前10時〜午後4時
会場＝千葉市文化センターアートホール
(千葉市中央区2-5-1)
対象・定員＝一般県民 500人
参加費＝無料
申込方法＝氏名、電話番号を記載し、平成
29年1月10日(火)ま で に 郵 送・FAX・ 電
子メール等でお申し込みください
申込先・問い合わせ先＝
「広がれ、こども
食堂の輪！ in ちば」
実行委員会事務局
千葉県社会福祉協議会地域福祉推進班内
(担当：二枝・川上)
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
☎043-245-1102/FAX 043-244-5201
E-mail : nieda@chibakenshakyo.com

主な活動報告
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横田晶子……………………… 5,000
原田昭………………………… 3,930
佐原液化石油ガス協同組合… 3,853
山田神生区祭礼……………… 3,600
水郷民友会…………………… 3,554
あやめ薬局…………………… 2,102
香取市生涯学習課…………… 1,792
匿名……………………………… 835
グラウンドゴルフおおくす大会
…………………………………… 444

10月

「香取の鹿愛護会」からのお願い
香取の鹿愛護会では、2015年7月に香
取神宮から神鹿を譲り受けお世話していま
す。鹿の食料・医療・環境整備等は皆さま
からの善意で成り立っていますが、今現在
食料等が不足しておりますので皆さまのご
協力をお願いします。
【お手伝いいただきたいこと】
●食料の提供
●鹿のお世話
お問い合わせ＝香取の鹿愛護会代表
;080-3000-0319
E-mail : info@katorishika.net
ご協力いただける方は上記までご連絡く
ださい

子供リサイクル用品のご案内
山田支所では、不要になった子供用品の
リサイクル活動を行っています。リサイク
ル品は山田児童館に展示しています。
【現在のお預かり品】
おもちゃ・ぬいぐるみ
くつ・ベビー服（数点）
お問い合わせ＝山田支所

6日 心配ごと相談
22日 第8回ふれあいスポーツ大会

11月 25日 正副会長会議
12月

1日 心配ごと相談
7日 広報委員会
13日 第2回歳末たすけあい募金配分委員会
22日 理事会・評議委員会

編 集 後 記
香取市も合併 10 年を経過し、新しい時代へのチャレ
ンジを積極的にすすめ、社会福祉の分野もまた、活気に
満ちた新しい発想を、市民協働による種々の施策として展開される事になっ
160 文字程度
ています。まわりの実態を適切に把握し、喫緊の課題と思われる認知症対
策を含め、まず隣の人を大切に、その人の立場に立って、思いやりのある
ココロを大切に考えていかねばならない。年頭にあたり「一声掛け運動」
を更に強めてまいりましょう。香取市の社会福祉の原点である「この街に
住んで良かった。この街に住み続けたい」をモットーに、暖かさのある福
祉の行き届いた街づくりを市民全員で取り組んでいきましょう。
広報委員：小川

剛╱橋本

吉之╱佐藤

昇

「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。

