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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香取市社会福祉協議会には現在89のボランティア団体が
登録しており、登録者数は2,000人を超え、千葉県内で
も上位にあたります。
ボランティア同士の連絡調整、情報交換、親睦を図るた
め、香取市ボランティア連絡協議会が発足し、今年で11
年目を迎えました。
活動内容は多岐にわたります。高齢者への給食サービス
をはじめ、福祉施設での散歩や洗濯のお手伝い、
頭髪のカッ
ト、舞踊や楽器演奏による慰問活動。さらには公園や地域
での美化活動、本の読み聞かせ、視覚障がい者のための
「声
の広報」録音作業などがあり、最近では日曜大工や小学生
の学習支援教室まで、幅広い分野で活動しています。
「できることを・役に立てば」という気持ちで続けている
活動ですが、中には活動を始めてから40年近く経つ団体
もあり、ボランティア会員の高齢化、後継者不足という問
題を抱えている団体も少なくありません。
家事や仕事の合間を縫って活動している会員にとって、
触れ合う人たちからいただく「ありがとう」
、この一言が活
動の励みになっています。ちょっと空いた時間にちょっと
したお手伝いができる方、ぜひ手と手を取り合ってみませ
んか。身近なところから、コツコツと。

広げよう、ボランティアの輪

平成28年度 香取市ボランティア連絡協議会運営委員（敬称略）
後列左から 富田良子 久保木啓司 老田紀代美 小倉喜佐子 香取 薫
前列左から 佐藤 吟 額賀 勉 片野英子

栗源支所…tel 75-2118

URL:http://www.katorishakyo.jp/
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団体名（主な活動内容）
❶ねむの木会（ひとり暮らし高齢者への給食サービス） ❷レインボー
グループ（環境美化活動、障害者支援、生活支援） ❸喜々の会（ひとり
暮らし高齢者への給食サービス、サロン活動支援） ❹高萩つくしんボ
（地域福祉活動への協力、福祉施設慰問活動） ❺小見川男性ボランティ
ア（日曜大工、障害者等の買い物支援等） ❻和太鼓 香音（和太鼓演奏
による慰問活動） ❼「絵本と語りの会」〜歓びがこだまして（絵本の読
み聞かせ、昔話の語り等） ❽香取市おもちゃ図書館どんぐり（おもちゃ
図書館の運営） ❾神道山ボランティアクラブ（神道山における里山活
動） ❿エプロン（ひとり暮らし高齢者への給食サービス）

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28年度「一般会費」
「賛助会費」
「法人会費」使途報告

一般会費
１世帯 800円

賛助会費 １口 1,000円
法人会費 １口 2,000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。

社会福祉に関心を持ち、当協議
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

社協の活動を支える財源は、市民の皆さまや各事業
所からの会費が基盤となっています。平成28年度の
会費は、一般会費15,758,810円、賛助会費421,000
円、法人会費283,000円、合計16,462,810円のご協
力をいただきました。会費納入にあたり地域等での取
りまとめにご協力いただいた皆さまに感謝申し上げま
す。皆さまからお寄せいただいた会費は、右記の事業
に活用させていただきました。

●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…… 12,720,642円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に……… 615,058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… 337,541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……… 315,912円
●子どもの遊び場の整備費等児童福祉活動費に…………………… 249,480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…………… 47,206円
●低所得者世帯への生活資金の貸付金（限度額3万円）に…………… 301,500円
●車輌に係る経費に…………………………………………………… 350,380円
●社会福祉大会の経費に……………………………………………… 694,518円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に………………… 310,400円
●理事会等会議の経費に……………………………………………… 194,189円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に……………………… 325,984円
合

計

16,462,810円
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平成28年度

❹共同募金配分事業

事業・収支決算報告

6月12日に開催された理事会、並びに6月28日に開催した
定時評議員会において、平成28年度事業報告及び収支決算が
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

●男の料理教室…参加者のべ 274 人
●ふれあい生きいきサロン…参加者のべ 131 人
●初級手話講習会…参加者 26 人
●子どもの遊び場設置事業 ●声の広報事業
●ふれあいスポーツ大会…参加者約 300 人
●香取市社会福祉大会の開催…参加者約 700 人
●法外支援…10 件
●歳末配分事業…見舞金 703 件・助成 322 件

❺居宅生活支援事業（障害者総合支援法に基づく事業）

●心配ごと相談所事業
●日常生活用具貸出事業…貸出数のべ 216 件
●ボランティア活動普及事業…88 グループ 2,241 人登録

●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…利用者のべ 1,636 人

❷資金貸付事業
●小口資金貸付事業
（市社協）…新規利用者 74 件
●総 合支援資金・福祉資金・教育支援資金
（県社協受託）…利用者
17 件

❻助成金事業
●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 88
団体へ助成

❸受託事業

❼介護保険事業

●外出支援サービス事業…利用者のべ 416 人
●ミニデイサービス事業…利用者のべ 3,361 人
●給食サービス事業…利用者のべ 5,075 人
●障害者紙オムツ給付事業…利用者 208 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…27 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
●地域活動支援センター指定管理者業務
●栗源循環ワゴン運行事業

平成28年度

●指定訪問介護事業…利用者のべ 4,567 人
●指定居宅介護支援事業…利用者のべ 976 人
●指定訪問入浴介護事業…利用者のべ 821 人
●紙オムツ給付事業…利用者 16,240 人
●高齢者家族介護用品支給事業…利用者のべ 145 人
●要介護認定調査事業…67 件
●介護予防支援業務…利用者のべ 337 人

❽その他
●千葉県共同募金会香取市支会の運営
●交通遺児勉学奨励金支給事業
●社協バス運行事業…利用件数 162 件

収支決算書 （法人全体）

その他の活動収入 856 万 4,903 円 3.0%

前期末支払資金残高 2,649 万 5,354 円 9.3%
会費収入 1,646 万 2,810 円 5.8%

その他の収入 44 万 126 円 0.2%

寄附金収入 529 万 3,600 円 1.9%

受取利息配当金収入
9 万 1,186 円

収入

経常経費補助金収入
4,792 万 4,072 円 16.9%

障害福祉サービス等事業収入
574 万 5,451 円 2.0%
介護保険事業収入
1 億 1,415 万 4,704 円
40.2%

2億8,397万
1,986円 受託金収入

助成金収入
125 万円 0.4%

5,268 万 7,578 円 18.6%

負担金支出
助成金支出
31 万 400 円 0.1%
1,906 万 5,158 円
7.1%
貸付事業支出
174 万 7,000 円
0.6%
事務費支出
1,170 万 3,349 円
4.3%
事業費支出
8,174 万 8,299 円
30.3%

施設整備による支出
45 万 3,600 円 0.2%
その他の活動支出
668 万 3,277 円 2.5%

支出

2億6,957万
5,909円

人件費支出
1 億 4,786 万 4,826 円
54.9%

貸付事業収入 144 万 5,500 円 0.5%
事業収入 341 万 6,702 円 1.2%

で！
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「健康簡単レシピ❿

―柚子こしょう風味の生姜焼き―」

夏の疲れがたまって体力が低下しがちな季節には、スタミナ補給が欠かせま
せん。お肉には筋肉や皮膚の元となるタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラ
ルが豊富に、かつバランスよく含まれています。
今回は夏の元気メニューをご紹介します。

【作り方】
【材料】6 人分
豚ロース肉薄切り……… 360g
生姜……………………… 1 かけ
醤油……………… 大さじ 2
みりん…………… 大さじ 2
Ⓐ
酒………………… 大さじ 1
柚子こしょう…大さじ 1/2
サラダ油……………… 大さじ 1
レタス、プチトマト……… 適量

①
②
③
④

⑤

 姜はすりおろし、Ⓐと混ぜ合わせる。
生
一口大に切った豚肉を①のたれに漬ける。
 タスをちぎり、水にさらし、水気をよく
レ
切る。トマトは洗っておく。
熱したフライパンにサラダ油を入れ、②の
豚肉を炒める。焼き色がついたら、肉を漬
けていたたれを加え、焦げないように煮つ
めながらよくからめる。
 いた肉をお皿に盛り付け、レタス、プチ
焼
トマトを添える。
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【栗源地区】

ねむの木会
6月21日、ボランティアグループねむの木会の主催で、ひとり
暮らしの高齢者9人と
「水郷佐原あやめパーク」
に行きました。
あいにくの天気となりましたが、園内の水辺に咲き広がる花菖
蒲を堪能し、水郷ならではの風情を楽しみました。その後は、ば
んどう太郎にてゆっくりと昼食をとって帰宅。参加した高齢者の
皆さんは終始笑顔で楽しいひとときを過ごしました。
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【佐原地区】

大倉小学校「視覚障害者福祉体験学習」
6月14日、大倉小学校で、飯田博道講師による
「視覚障害者福
祉体験学習」が行われました。飯田氏が盲学校で勉強したときの
きり か
お話をはじめ、牛乳パックの切欠きやシャンプーに付いているデ
コボコなど、私たちが生活していく中で、普段は気付かない凹凸
が視覚障害者にとって重要な印となっていることを学びました。
その後、1人ずつ、点字器と点筆を使って名前を打ち、飯田氏
に読み当ててもらいました。アイマスクと白杖を使った歩行体験
では、3人1組になって声を掛け合いながら、一生懸命ゴールを
目指しました。視覚障害者の気持ちに寄り添える、そんな優しさ
が生まれた一日になりました。

熱心に聞き入る児童たち

9 人の参加者とねむの木会の皆さん

【小見川地区】

小見川個人ボランティアグループ

【山田地区】

ふれあいバスハイキング
7月4日、第一山倉小学区地区社会福祉協議会主催による、65
歳以上のひとり暮らしの方と80歳以上の高齢者を対象にした
「ふ
れあいバスハイキング」
を実施し、45人が参加しました。
行先は長生村にある「スパ＆リゾート九十九里 太陽の里」
。食
事をしながら演劇鑑賞をしました。また、帰りには寒菊酒蔵を見
学し、試飲や買い物を楽しみました。
参加者は、一日充実した時を過ごし親睦を深めたようです。

小見川個人ボランティアグループは、活動を始めて今年で16
年目を迎えます。現在会員は15人で、主に社会福祉協議会に依
頼のあった在宅福祉での傾聴ボランティアや、福祉施設の行事の
お手伝いをする活動をしています。
グループの特徴は毎月定例会議を行い、翌月の活動計画やボラ
ンティア依頼にどう対応するかを話し合っています。
「無理をせず
出来ることを続ける」をモットーに、地域のために日々活動して
います。

「清酒ができるまで」の説明を受ける参加者たち

月 1 回行われる定例会議

【栗源地区】

栗山川ふれあいの里公園除草作業
6月27日、ボランティアグループ栗山川ふれあいの里公園を愛する会が公園の除草
作業を実施しました。
作業には25人が参加し、主に川沿い・駐車場・遊具広場周辺等、地域の人々が利
用する範囲を中心に行いました。
会員の皆さんは休憩中にお団子を頬張りながら、
「公園に来た人たちの笑顔を見た時
が一番やりがいを感じるんだよ」
「これからも地域のために会員を募集しながら活動し
ていく」と意気込みを語ってくれました。

トラックにはたくさんの刈り取った草が
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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

※今回掲載できなかった佐原・小見川地区の一般会費は次回に掲載します。

吉野平……………………… 145,000

【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）高岡商会╱菅谷建設
（株）
╱
（株）
岩
立鉄工所╱
（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
北佐原地区社協…………… 428,000
東大戸地区社協…………… 739,200
大倉地区社協……………… 397,600
津宮地区社協……………… 420,000
小見………………………… 138,000

川上…………………………… 57,000
高野…………………………… 36,000
竹之内………………………… 95,000
田部………………………… 143,000
米野井………………………… 60,000
仁良………………………… 114,000
神生………………………… 126,000
在郷…………………………… 95,000
原宿…………………………… 53,000
入小保内…………………… 107,000
遠茶…………………………… 37,000
山帰…………………………… 50,000

東野…………………………… 33,000

水郷カラオケ会……………… 36,280

大畑…………………………… 48,000

西田部………………………… 55,000
苅毛…………………………… 50,000
荒北…………………………… 78,000
浅間台………………………… 20,000
沢…………………………… 122,000
開進…………………………… 67,000
倉沢…………………………… 17,000
宿原…………………………… 24,000
高萩………………………… 124,000
受所…………………………… 62,000
上の台………………………… 90,000
中峰…………………………… 80,000

賛助会費
片野英子…………………………3,000

志高…………………………… 59,000

佐藤啓子…………………………3,000

長岡………………………… 146,000
古内…………………………… 30,000
日下部住宅…………………… 20,000
向堆住宅……………………… 16,000
山倉………………………… 295,000

北佐原地区社協……………… 30,000
大倉地区社協………………… 21,000
津宮地区社協………………… 48,000

一般寄付

大角………………………… 117,000

小見川リトルリーグ……… 550,000

桐谷…………………………… 68,000

初音会………………………… 59,866

新里………………………… 210,000
鳩山…………………………… 60,000
小川………………………… 122,000
浅黄東部……………………… 59,000
浅黄西部……………………… 37,000

「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25日
（金）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29年4月1日〜平成30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

香取市小見川文化協会……… 43,074

南四ツ塚…………………… 103,000

100 歳顔写真募集

19
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西崎………………………… 115,000

助沢…………………………… 76,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

46号

大照洋子…………………… 100,000
香取市母子福祉協力員協議会…55,872

香取市民ゴルフ大会実行委員会委員長
朝日正旗……………………… 54,200

歌粋会………………………… 35,550
佐原モラロジー事務所……… 30,000
華胡歌謡会…………………… 28,412
実川満………………………… 20,000
香取市母子福祉協力員小見川支部長

岩澤由美子…………………… 20,000
匿名…………………………… 20,000

佐原キリスト協会佐原ジョイフルハー
ツゴスペルクワイヤ………… 18,015
山田特選演芸会……………… 15,102
荒井功………………………… 10,000
山崎日出明………………………6,000
香取市高齢者クラブ連合会山田支部

ＧＧ大会…………………………4,518
根本雅子…………………………4,095
鈴木喜満…………………………2,000
香釣会大場等…………………… 955

第 10 回おおくす賞グラウンドゴルフ
記念大会事務局………………… 579

物品寄付（件）
古切手……………………………… 10
ボトルキャップ…………………… 86
プルタブ・アルミ缶……………… 28
その他……………………………… 30
米……………………………………… 1
寝具…………………………………… 1

黒田良一……………………… 50,000

初級手話講習会

子供リサイクル用品のご案内

とき＝9月12日
（火）
から全10回
午後1時30分～ 3時30分
ところ＝佐原中央公民館
定員＝30人
参加費＝無料
お申し込み＝9月11日
（月）
までに本所
お問い合わせ＝本所

「キーワード
を探せ！」

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（数点）、ベビー服
（数点）、ベビーバス（1）
お問い合わせ＝山田支所

本会理事の本宮敏雄さん（写真）が 6 月 1 日より千葉県

身体障害者福祉協会の理事長に就任されました。

10 月に開催される愛媛国体には千葉県障害者選手役員の

団長として参加されます。

ヒント／答えは紙面の中にあります

香取市社会福祉協議会に現在登録されているボラン
ティア団体の数は？

○○団体

主な活動報告
6月 1日 心配ごと相談

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
カード 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 8 月 15 日 ( 当日消印有効 )
＊当選の発表は、賞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10月1日
（日）

ニュー歌謡友の会…………… 36,934

6日 正副会長会議
12日 理事会
28日 理事会
28日 評議員会
7月 3日 香取市ボランティア連絡
協議会運営委員会
6日 心配ごと相談
10日 広報委員会
11日 香取市ボランティア連絡
協議会総会

編 集 後 記
入道雲の湧き立つ季節となりました。

子どもたちは、夏休み真っただ中。さぞ

存分に謳歌していることでしょう。父
方・母方のそれぞれのおじいちゃんやお
ばあちゃんを交えての「我が家流」の過
ごし方ができる絶好の機会ですね。どう
ぞ、皆様にとりまして実り多い夏となり
ますように願っております。
広報委員：小川
坂本

剛
純夫

佐藤
昇
那智栄美子

「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。

