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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香取市社会福祉大会開催

2月15日、佐原文化会館で第12回香取市社会福祉大会が開催されました。
当日は、香取市長宇井成一様、香取市議会議長眞本丈夫様、千葉県議会議員
伊藤和男様、千葉県社会福祉協議会長の代理で事務局長金子惠一様が来賓とし
てご出席くださいました。
式典では、地域の福祉に長年にわたり貢献していただいた17団体と個人25
人が表彰されました。
活動発表は
「地域にねざした福祉活動を目指して」という演題で、佐原本宿地
区社会福祉協議会
（会長：蜷川三代個氏）の皆さんに、サロンでの様子を中心に
報告をしていただきました。プロジェクターから映し出される高齢者の方々の
イキイキ、ハツラツとしたお顔を見ると、サロンの楽しい雰囲気が伝わってき
ました。
記念講演は、坂入姉妹さんによる童謡・唱歌のステージで、姉妹の歌声が響
き渡ると、一緒に口ずさむ人もいて、会場は懐かしいメロディーに酔いしれま
した。続くゴジーラ久山さんによる
「ものまねショー」は、渥美清さんや森進一
さん、和田アキ子さんのものまねなど、お笑いをベースにした軽快なトークに
会場は大いに盛り上がりました。終始なごやかな雰囲気の中で福祉大会は成功
裏に終了しました。

香取市社会福祉協議会会長表彰の部

1

（敬称略）

１ 多
 額の寄附（個人 10 万円以上・団体 20 万円以上） …小見川リトルリーグ／花
園真秀会／学校法人愛心学園白百合幼稚園／香取市高齢者クラブ連合会
佐原支部／永井建設株式会社／東大戸地区社会福祉協議会／立正佼成会
佐原教会／今津 曄／大照洋子／小倉 優／平野まき子
２ 特別功労…日下裕美

香取市社会福祉協議会会長感謝状の部

2

3

（敬称略）

１ 地区社会福祉協議会活動功労…淺野光弘／大網純代／大堀幸美／岡本

博志／片尾恒世／金子光子／久保木德／向後聖子／齋藤利彦／實川憲彦
／菅谷しづ子／髙槗 正／竹本房子／堀越信子／宮﨑美枝子／吉田三郎
２ ボ ランティア活動功労…NPO 大須賀川河童会／たつみ会／ぴんころ会
4
5
／森戸上宿環境保全隊／佐藤 吟／篠塚利忠
３ 多額の寄附（個人 5 万円以上・団体 10 万円以上）…NPO 法人いぶき／栗林商 ①菅谷会長のあいさつ ②表彰状を受け取る受賞者の皆さん ③佐原本宿地
事株式会社／しのつか乃清堂／シャルマンダンスクラブ／銚子商工信用 区社協による活動発表 ④懐かしい童謡・唱歌を歌う坂入姉妹さん ⑤寅さ
んにそっくりな？ ゴジーラ久山さん
組合信友会／日蓮宗千葉県東部宗務所／黒田良一／實川 満

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました

昨年の10月から「赤い羽根共同募金（10月1日～
12月31日）」、12月から
「歳末たすけあい募金
（12月
1日～ 31日）」を実施しました。
毎年、市民の皆さまおよび法人の皆さまからの温かいご理解・
ご協力によりたくさんの募金をお寄せいただき、厚く御礼申し上
げます。
おかげさまで、
「赤い羽根共同募金」は7,329,352円集まりまし
た。この募金は千葉県共同募金会へ送金し、来年度一般配分事業
として香取市の地域福祉に活用させていただきます。また
「歳末
たすけあい募金」は6,242,674円集まり、皆さまからいただいた
善意は年末に下記の事業に活用させていただきました。

「平成29年度 募金実績報告書」
【赤い羽根共同募金収入内訳】
【歳末たすけあい募金収入内訳】

【歳末たすけあい募金支出内訳】
■生活困窮世帯に見舞金を配付（2,460,000円）…市内の母子父子世帯・
障害者世帯・単身高齢者世帯・寝たきり高齢者世帯などの生活困窮者
世帯492件に見舞金を配付しました。
（1件5,000円）
■社 会福祉施設助成金（1,260,000円）…市内の高齢者・障害者・児童
福祉施設へ年末事業を対象に助成しました。
（32施設へ助成・事業規模
（参加人数等）により1施設50,000円まで助成）

種

別

種

別

募 金 額

募 金 額

戸 別 募 金

6,858,230円

戸 別 募 金

5,882,368円

学 校 募 金

374,315円

法 人 募 金

161,000円

職 域 募 金

35,909円

そ

199,306円

そ

60,898円

の
合

他
計

6,242,674円

の
合

他
計

7,329,352円

■新 生児紙オムツ代助成事業（1,390,000円）…市内在住で平成28年
11月1日～平成29年10月31日までに生まれた新生児のいる家庭に助
成しました。
（申請者数278件・1件5,000円）
■地域福祉活動事業助成金（779,499円）…地区社協の年末事業を対象
に助成しました。
（18地区社協へ助成・1地区社協50,000円まで助成）
■募金等経費
（296,488円）
【支出合計】6,185,987円
（収入支出差引残金は次年度に繰越します）
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49号

香取市社会福祉協議会事業計画・収支予算

「支えあい安心して暮らせるまち香取市」を目指して！
社会福祉事業
●会の運営
（各役員会等の開催・職員会議等の開催・社会福祉団
体、関係機関との連携強化・監事監査、内部監査の実施）
●組織体制の基盤強化
（基盤強化契約の遂行と評価・会員の増強・
まちづくり協議会との連携・職員の資質向上・役員体制の強化）
●広報啓発活動
（広報紙の発行・ホームページ管理、運営・マス
コットキャラクターの有効活用・啓発用パンフレット配付活
用・マスコミの効果的な活用）
●地域福祉活動推進事業
（地域福祉活動計画の推進・二次計画の
準備・地区社協、ボランティアの活動推進・サロン活動、見守
り活動の推進・福祉教育の推進・生活援助サービスの提供・コー
ディネーター職員の質の向上・災害時の体制強化、訓練、備品
整備・福祉推進校の活動支援ほか）
●共同募金配分事業
（赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金の
実施）
●居宅生活支援事業
（障害者総合支援法に基づくホームヘルパー
派遣事業・相談支援事業所開設検討、研究、苦情解決処理体制
の確立ほか）
●福祉総合相談事業
（心配ごと相談・介護に関する相談・ボラン
ティアに関する相談・その他の福祉全般に係る相談など）
●貸付事業
（小口資金・生活福祉資金・総合支援資金・緊急小口
資金・物品寄付の生活困窮者への提供活用・償還指導など）
●地域ぐるみ福祉振興基金運営事業
（基金運用の研究・社会福祉
事業への配分）
●補助事業
（市高齢者クラブ連合会・支部事業など）
●成年後見事業
●受託事業
（県社協・市ほか）
◦ホームヘルプサービス事業
（難病患者等）
◦外出支援サービス事業
◦高齢者配食サービス事業
◦生きがい活動支援通所事業
（ミニデイサービス）
◦小見川社会福祉センターの管理運営
◦シニア健康プラザ管理業務
◦地域活動支援センターあけぼの園、
第2あけぼの園の管理運営
◦香取地区老人クラブ運営事業
◦日常生活自立支援事業の実施
◦障害者紙オムツ給付事業の実施
◦生活支援体制整備事業
◦その他の受託事業の実施

公益事業
●介護保険事業
（訪問介護事業・訪問入浴介護事業・居宅介護支
援事業・紙オムツ給付事業）
その他の事業
●千葉県共同募金会香取支会の運営
（赤い羽根共同募金・歳末た
すけあい募金の実施）
●社協バス運行事業
平成30年度

会費収入
前期末支払資金残高
1,611万8千円
758万9千円
4.9％
3.9％
寄付金収入
（法人全体）
288万7千円
0.8%
その他の
経常経費補助金収入
その他の収入
活動収入
4,580万7千円
26万5千円
6,654万3千円
15.2%
0.1%
19.8%
助成金収入
15万2千円
受取利息配当金収入
73万1千円
3億2,791万 受託金収入 0.4％
0.1%
4千円
6,463万3千円
17.8%
障害福祉サービス等
事業収入
介護保険事業収入
貸付事業収入
594万3千円
1億1,123万6千円
135万8千円
1.5%
34.0%
0.4%
事業収入
465万2千円
1.1％

収支予算

収入

予備費支出
30万円 0.1％

負担金支出
36万6千円
その他の
0.1％
助成金支出
活動支出
1,561万7千円
5,880万1千円
4.8％
16.8％
貸付事業支出
240万円
0.7％
事務費支出
1,110万5千円
3.6％

支出

3億2,791万
4千円

人件費支出
1億6,000万5千円
48.6％

事業費支出
7,932万円
25.3％

栗源のふるさといも祭での共同募金活動
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御宿GOOD NEIGHBORS視察研修
3月7日、香取市ボランティア連絡協議会登
こと。
録団体の方々 49人で、御宿町に新しくオープ
こうして完成した拠点
「GOOD NEIGHBORS」
ンした拠点
（サロン）
「御宿GOOD NEIGHBORS」 は、早速、御宿町の子どもからお年寄りまで、
「誰
を見学に行きました。
「GOOD NEIGHBORS」
と
もが立ち寄れる居場所」となっています。朝は
は“良いご近所さん”
という意味を表し、運営し
パンとコーヒーを食べてから出勤する人、昼間
はお弁当を宅配してもらって話や手芸に夢中に
ているのは現役の大学生たち。御宿町の深刻な
なる人、下校後に立ち寄って宿題をする学生な
過疎化に歯止めをかけようと立ち上がり、まず
は住民の方々に畑仕事を教わることからスター
どなど、たくさんの人たちに活用されています。
同じものを香取市で…とまではいきませんが、
トしたそうです。代表理事の富樫さんの人柄も
あって、少しずつふれあいの輪が広がり、拠点 「居場所づくり」
「人と人との繋がり」
など、たく
となる廃墟だった店舗のリフォーム作業を手
さんのヒントを得た研修となりました。
伝ってくれる人たちも徐々に増えていったとの

手づくりのものに囲まれた店内
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【佐原地区】

長年の地道な活動で車いす6台を贈呈
佐原小学校では地域福祉の向上に役立てようと、エコキャップ
やプルタブ、段ボールなどの収集活動を行っています。
2月15日に行われた贈呈式では、小川校長先生をはじめ担当の
諸先生方が立ち会いのもと、児童の皆さんから当会菅谷会長へ、
長年の活動を通して受け継がれてきた
「福祉の心」を添えて、車い
す6台が贈呈されました。
地域福祉向上のため、有効に活用させていただきます。ありが
とうございました。

佐原小学校のみなさん
ありがとうございます

49号

【小見川地区】

ひとり暮らし高齢者のつどい
3月5日、小見川福祉連協の主体事業であるひとり暮らし高齢
者の集いが、小見川社会福祉センターにて、香取市長宇井様・市
社協会長菅谷様・市高齢者クラブ会長鈴木様を迎えて開催されま
した。70歳以上のひとり暮らしの高齢者と関係者約140人が参
加し、民生委員による送迎の手配や給食ボランティアの料理提供
をいただいて、楽しいひとときを過ごしました。
参加者によるカラオケや踊りの披露に会場は盛り上がり、特に
今回初めて設けた
「我が人生・体験発表」のコーナーでは、3人の
方の貴重な体験発表に、皆さん楽しく興味深く耳を傾けていまし
た。この事業は、
平成元年から実施している「小見川チャリティー
バザー」
の資金協力
（市民サイドによる）を得て実施されました。

児童のみなさんより車いすが贈呈

【佐原地区】

3

楽しいつどいに会話もはずむ

【栗源地区】

思いやりをかたちに ～福祉機器の寄贈～

お花見広場

1月31日、東大戸地区社協から車椅子3台を寄贈していただき
ました。平成8年から22年間の長きにわたり、アルミ缶の収集や
募金活動などを行い、今までに高齢者疑似体験セットの寄贈1回
（5セット）、車椅子の寄贈2回
（合計7台）が贈られました。これら
の福祉機器は、介護のための日常生活用具の貸し出し事業や福祉
教育事業での高齢者疑似体験等に使用され、有効に活用されてい
ます。ありがとうございました。

4月7日、栗源桜ヶ丘広場にて栗源さくらの会主催の
「お花見広
場」
が開催されました。
葉桜ではありましたが、会場は焼きそば・フランクフルト・甘
酒、ねむの木会の抹茶・まんじゅう・おでんなどの模擬店と、栗
源地区住民自治協議会けやきサロンでは「おしぼりで作る動物」な
どが催され、会場は大いに賑わいました。

菅谷会長と東大戸地区社協の皆さん

抹茶をふるまう、ねむの木会の皆さん

【山田地区】

山倉・大角の春祭り
4月8日、山倉さくらの山公園にて
山倉・大角住民自治協議会
「春まつり」
実行委員会主催の
『春祭り』
が開催され、
ボランティアグループ
「ユニークダン
ス」
と
「和太鼓・香音
（かのん）
」
が出演し
ました。暖かい春の日差しの中、子供
から高齢者までの大勢が集い、ステー
ジでの演目や会話を楽しんでいました。

会場からは大きな手拍子！

太鼓に合わせて山田音頭の輪♪
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会費納入・寄付者紹介
（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

会費納入・ご寄付ありがとうござ
いました。※12月1日〜 3月31日

49号

高塩邦男…………………………5,308

（有）
北総／片野建設（株）／（株）緑環境

郷／（有）
木内自動車

【5,000】…
（有）浅間台牧場／
（有）タク
ミ産業

賛助会費
片野英子…………………………5,000

一般寄付

【3,000】…
（有）伸栄建設／
（有）日下設

……………………………… 237,507

備工業／
（株）
エヌ・ビー・ケイ／
（有）
北総ファーム／
（有）
林建材／
（合）
岩井
製菓所

【2,000】…（株）澤泉／
（有）富岡建鉄

工業／ジェイフィルム
（ 株 ）成 田 工

場／
（合）平野／
（合）ヤマハン商店／

（ 有 ）富 澤 製 作 所 ／（ 合 ）小 沢 商 店 ／

（有）山十材木店／（株）シャロン／平

山洋品店／エアポートトラベル
（株）
／アトラス測地
（株）／キューピータ
マゴ
（株）栗源工場／（有）石毛運送／

ナガシマ化学工業
（株）栗源工場／泰
誠貿易
（株）／
（有）藤森不動産／香取

トラック協同組合／
（有）西商店／小
林製菓
（株）千葉支店／クリモト総業

（株）／藤和／（有）大和企画／
（有）カ

イシン／
（有）殿山電工／荒北梨園／

香取市高齢者クラブ連合会佐原支部

椿恵………………………………2,308

歌粋会………………………… 71,075
日蓮宗千葉県東部宗務所…… 50,000
匿名…………………………… 45,000
小見川農業委員 OB 三六会…… 31,400
千葉桜の里ゴルフクラブ企画実行

委員会………………………… 30,000
八日会………………………… 27,192
白百合幼稚園………………… 20,000
実川満………………………… 20,000
渡邊惠子……………………… 15,000
協同組合佐原信販ポイント事業部

………………………………… 12,000
山崎日出明…………………… 10,000
松林寺禅道会………………… 10,000
荒井功………………………… 10,000
佐原めぐみ保育園…………… 10,000

平成30年度 心配ごと相談所開設日

物品寄付（件）

生涯学習課………………………1,089

ボトルキャップ…………………… 78

香取市立津宮小学校…………… 676

その他………………………………… 5

プルタブ・アルミ缶……………… 25

山田グラウンドゴルフおおくす大会

古切手………………………………… 2

今年度も一般会費・賛助会費・法人会費にご協力お願いします
社会福祉協議会「社協」は、地域住民が共に地域福祉・在宅福祉を考
え推進することを目的とする非営利の民間福祉団体です。
毎年、市民・団体・法人の皆様からご協力いただいている会費は地域
福祉活動を推進する上で貴重な財源となっており、「誰もが安心して暮
らすことができる福祉のまちづくり」を目指してボランティア活動・福
祉教育の推進・支援を必要としている方々への支援活動など、様々な福
祉事業に活用させていただきます。当会の活動の趣旨にご理解をいただ
き会費のご協力をお願いいたします。
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） 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。
法人会費（1 口 2,000 円） 個人・団体・法人・事業所からご協力いた
だいています。

那智栄美子 堀越克己
佐藤 昇 稲葉志名子
高橋正一 那智栄美子
弓削富榮 堀越克己
林 三和子 竹本房子
佐藤 昇 橋本吉之

毎月第1木曜日
（祝日除く）10時～ 15時
相談場所＝香取市社会福祉協議会
本所 会議室
子供リサイクル用品のご案内
家庭問題や福祉問題など、生活全
般に関わる悩みごとの相談窓口です。
山田支所では、不要になった子供
相談員は学識経験者などが担当し、 用品のリサイクル活動を行っていま
必要に応じて専門機関への連絡や紹
す。リサイクル品は山田児童館で展
介などを行います。
示しています。
（日程・担当）
【現在のお預かり品】
6月7日 佐藤 昇 高橋正一
おもちゃ・ぬいぐるみ
（数点）
7月5日 弓削富榮 竹本房子
ベビー服
（数点） ベビーゲート
（1）
8月2日 林 三和子 橋本吉之
お問い合わせ=山田支所

平成30年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験
試験日時＝10月14日（日）10時〜
受験資格＝医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期
間以上の実務経験のある方＊詳しくはお問い合せくだ
さい
申込書配付期間＝5月21日（月）〜 6月29日（金）
申込書配付場所＝各市町村介護保険担当課、各市町村社会
福祉協議会、県高齢者福祉課、各県健康福祉センタ一、
県社会福祉協議会、県福祉人材センター（JR千葉駅前）
申込期間＝5月21日（月）〜 6月30日（土）最終日消印有効
＊簡易書留郵送のみ受付
お問い合わせ＝千葉県社会福祉協議会 介護支援専門員養
成班
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3
☎043-204-1610・FAX 043-241-5121
ホームページ http://www.chibakenshakyo.com/

主な活動報告

「キーワード
を探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

佐原小学校が当会に寄贈した
車いすは何台？

○台
郵便はがきに○にあてはまる言葉を書いて、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 30 年 5 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30年8月1日
（水）

香取市立佐原小学校……… 126,550

大山生司…………………………1,254

ドコモショップ佐原店…… 100,000

9月6日
10月4日
11月1日
12月6日
2月7日
3月7日

平野まき子……………… 1,000,000

匿名……………………………… 918

立正佼成会佐原教会……… 353,942

送

古林まさ子………………………3,000
鈴木喜満…………………………2,000

【4,000】…
（有）栗源運輸／
（株）斎田運

プレゼント付

指定寄付

本宮書道教室……………………4,827

【10,000】…道の駅くりもと紅小町の

22
ふれあいクイズ●

…………………………………… 312

飯島明……………………………5,975

1月 4日 心配ごと相談
16日 理事会
23日 地域福祉フォーラムブロック別
研修会
2月 1日 心配ごと相談
15日 第12回香取市社会福祉大会
22日 第3回歳末たすけあい募金
配分委員会
26日 山梨県都留市ボランティア連絡
会との意見交換会
27日 理事会

編
集
後
記

3月 1日 心配ごと相談

7日 香取市ボランティア
連絡協議会日帰り研修
23日 正副会長会議
28日 理事会・評議員会
4月 5日 心配ごと相談
11日 広報委員会

私の住む地域は農村部で、ふれ

大変感謝されました。参加されて

が、熱心なボランティアの皆さん

がい、やりがいを感じた瞬間では

あいサロンの参加者は少ないです
により運営されています。サロン
活動の中で、本のしおりを作成し

いる高齢者の皆さんにとって生き
なかったのでしょうか。老若男女
を問わず、さまざまな支え合いが

て地元の小学校へ寄贈したところ、 あると教えられました。
広報委員：小川

剛

佐藤

昇

坂本

純夫

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。

