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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新年の
ごあいさつ
菅谷

一方、私たちは皆、高齢になり要介護状態や重度の障害になっ
ても「住み慣れた地域で安心して暮らしていきたい」と願ってい
ます。少子高齢化や人口減少社会が進展する今こそ地域でお互い
に支えあう体制を構築していくことが重要になってまいります。

長藏

明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。

日頃より、社会福祉協議会の活動に格別のご理解とご支援を賜
り、心より感謝申し上げます。
少子高齢社会が進展するなかで、個人の価値観やライフスタイ
ルの多様化など、地域福祉を取り巻く環境は大きく変化していま
す。高齢者世帯、独居高齢者や核家族が増加し、社会環境の変化
による地域コミュニティが希薄化し、地域で課題を解決する地域
力、お互いに支え合い共生していけるような地域の福祉力が脆弱

この体制整備は日常生活圏域（地区社協単位）ごとに整備するた
めの協議体をもうけ、生活上の困りごとを解決する方法を検討し
てまいります。これには、地域の皆様や地域の事業所の協力をい
ただきながら、互助・共助による支え合いを狙いとして体制を検
討することになりますが、このコーディネイト業務を香取市より
受託しており、引き続きこの事業に取り組んでまいります。
本年も地域福祉向上のために役職員
一同、一丸となり邁進してまいります
ので、ご理解とご協力賜りますようお
願い申し上げます。
結びに、新しい年が皆様にとりまし
て幸多き年となりますよう、ご祈念申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

生活支援体制整備事業
が始まっています

私たちは、誰もが高齢になり重度の障害を持ち介

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

になりつつあります。また、人口減少社会の進展は様々な産業の
担い手不足が顕著になり、特に介護人材や保育士の確保が課題に
なっています。

香取市社会福祉協議会
会長

栗源支所…tel 75-2118

香取もりもり

ク（栗源）

ープワー
体でのグル

協議

体操

護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮
らしを続けたいと思っています。この思いを実現す
るためには、高齢者や障害者が自宅で日常生活を送
ることができるような地域での支援体制の整備が必
要です。香取市社会福祉協議会では市より委託を受

入会地サロン

け、
「生活支援コーディネーター」を配置するととも
に「協議体」を設置し、支え合いの地域づくりを目
指す、生活支援体制整備事業に取り組んでいます。
生活支援コーディネーターの活動内容
（1）地域に不足するサービスの創出
（2）関係団体とのネットワーク構築
（3）地域の支援ニーズとサービス提供主体活動をマッチング
協議体の役割
（1）地域ニーズの把握、情報の見える化の推進
（アンケート調査やマッピング等の実施）
（2）企画、立案、方針策定を行う場
（3）地域づくりにおける意識の統一を図る場
（4）情報交換の場、働きかけの場

協議体でのグループワーク（小見川）
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● ふれあいスポーツ大会開催
第10回

10月20日、香取市民体育館にて総勢約280人が参加し、
「第10回ふれ

あいスポーツ大会」が開催されました。この大会は市内の障がい者と健
常者が一体となって交流を図り、ふれあいの輪を広めることを目的に開

催しています。開会式では宇井市長から激励のご挨拶をいただいた後、
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、会場は大

順位
1
2
3

チーム名

むらさき よつ葉
きいろ

香取市地域活動支援センターあけぼの園
佐原聖家族園
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

あお

賑わいでした。

4

みどり

さまからは協賛をいただき、たくさんの方々に支えられ無事に終了しま

5

あか

ボランティアの皆さまのご協力や、市内の各ライオンズクラブの皆

した。

6
7

施設・団体名

風の郷

厚生園

大利根旭出福祉園

ぴんく

希望之家・いずみの家

しろ

香取市身体障害者福祉会
【ご協力団体・ボランティア】

レインボーグループ、水面の会、

千の風、西地区婦人ボランティア、
男性ボランティア、どんぐり、喜
楽会、千葉萌陽高校、明治安田生
命、香取市ボラ連協

パン食い競争

玉入れ

マイムマイム

共同

表彰

力
協
ご
の
募金へ
した

いま
ざ
ご
う
がと

あり

千葉県社会福祉協議会会長表彰
11月9日、千葉県文化会館大ホールにて開催された
第68回千葉県社会福祉大会において、下記の方々が表
彰を受けました。

昨年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。また、各地区で行われたイベント会場

社会福祉施設職員功労 （敬称略）

では、街頭募金も実施しました。

木村三幸・野村しげみ・鈴木利保（善憐会）

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、各法人職場など募

千葉県社会奉仕賞

金活動にご協力いただいた方々に心よりお礼申し
上げます。

12月19日、千葉県庁本庁舎にて平成30年度社会奉
仕賞表彰式が開催され、下記の方が表彰を受けました。

皆さまからお寄せいただいた善意は「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

喜々の会

だきます。ありがとうございました。
共同募金の実績は次号でお知らせいたします。

3回
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11 月 3 日
山田ふれあいまつり

11 月 11 日
おみがわ YOSAKOI ふるさとまつり

11 月 18 日
栗源のふるさといも祭

11 月 25 日
ふるさとフェスタさわら

香取市障がい者
フライングディスク大会

９月22日、香取市民体育館にて第３回香取市障
がい者フライングディスク大会が開催されました。
宇井市長と菅谷会長による試投式から始まり、枠を
狙って投げる「アキュラシー」と投げた飛距離を競う
「ディスタンス」の２種目を行い、会場は熱気に包ま
れました。

コントロール良く正確に
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【山田地区】

児童とお年寄りとのふれあい事業
12月12日、府馬小学区地区社会福祉協議会主催の
「児童とお
年寄りとのふれあい事業」が府馬小学校で開催されました。この
事業は学区内に住む一人暮らし高齢者と小学校６年生との交流を
図ることを目的としています。参加する一人暮らし高齢者は、地
区社協役員が自宅から会場まで車で送迎しています。
当日は全員でジングルベルを合唱したり、一緒に会食をしたり
と少し早いクリスマス会を楽しみました。そのほかすごろく、か
るた、あやとりなどの昔ながらの遊びもしました。和気あいあい
とした雰囲気のなか、高齢者と児童との心温まる世代間交流とな
りました。

52号
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【佐原地区】

納豆工場見学ツアー
11月30日、いきいきサロンバスハイクにて、茨城県小美玉市
にあるタカノフーズの納豆工場の見学に行きました。まず、工場
に隣接する納豆博物館では納豆ができるまでをビデオで学習。そ
の後、工場に移動し、製造工程をガラス越しにゆったりと見学さ
せていただきました。
1つずつトレーやカップに入れられてから発酵すること、機械
化された中で人が行う厳密な検品。これほど手間を掛けて作られ
ているのかと、驚き
と発見の連続でした。
最後は試食をさせて
いただき、直売店で
お土産を購入しまし
た。その後、道の駅
たまつくりで昼食を
とり、散策の後、帰
路につきました。
熱心に説明を聞く参加者のみなさん

【小見川地区】

「声の広報」
をお届けしています

笑顔あふれるすごろく

【佐原地区】

佐原新宿地区社協
「大芋煮会」
12月2日、佐原信用金庫本店駐車場にて「大芋煮会」が開催され
ました。今年で5回目となる会場は、早朝より賑わいをみせ、子
どもから高齢者まで、大勢の来場者で賑わいました。
特にお昼の時間帯には、美味しい芋煮を一口食べようと、大勢
の人たちが訪れていました。会場の一角には、焼きそばコーナー
も設置され、芋煮に負けないくらいの行列ができていました。
主催は佐原新宿地区社協で、同役員とこれに賛同した当地区の
高齢者クラブの有志10人の協力の下、開催しました。会が終了
する午後3時ころまで、会場は笑顔にあふれ、楽しく有意義なひ
とときとなりました。

大きな鍋でグツグツと

社協登録のボランティア団体でもあり、小見川町時代から続く
みな も
長い歴史をもつ朗読奉仕グループ「水面」の皆さんは、目の不自由
な方々に一人でも多く「広報香取」に掲載されている情報を提供し
ようと活動されています。
ベテラン揃いのメンバーさんが、まさに水面のように澄んだ
声で吹き込んだ
「声の広報」は、
地域ボランティ
アの皆さんのご
支援により配達
され、利用者の
方々は毎月その
到着を心待ちに
しています。
私達が「温かい声」をお届けしています

【栗源地区】

栗山川ふれあいの里公園を愛する会視察研修
11月28日、栗山川ふれあいの里公園を愛する会が視察研修を
開催し29人が参加しました。今年の行先は東京方面。初めに明
治神宮外苑の銀杏並木を散策し、風情のある秋の景色を楽しみま
した。その後、八芳園にて昼食をとり東京タワーを見学。最後に
東京湾のクルーズ船シンフォニーモデルナ号に乗り、海の上から
の眺めを楽しみました。
会員同士の親睦を図りながら今後も地域のために活動していこ
うと、意識の高まる視察研修となりました。

シンフォニーモデルナ号の前で記念撮影
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会費納入・寄付者紹介

52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
本宿地区社協………………… 65200
新宿地区社協………………… 23200

一般寄付
匿名……………………… 1,000,000
匿名………………………… 200,000
大河流分家大河寛園……… 100,000
栗林商事（株）……………… 100,000

香取市小見川文化協会……… 77,246
花園流真秀会………………… 74,180
水郷カラオケ会……………… 47,235
匿名…………………………… 30,000
上野フラグループオミガワ… 30,000
（株）ナリコー… ……………… 21,123
實川満………………………… 20,000
86 歳佐原小学校四組クラス会
………………………………… 13,800
荒井功………………………… 10,000

花和会………………………… 9,963
山田神生区祭礼……………… 7,870
香取市高齢者クラブ連合会小見川支部
女性部………………………… 2,000
あやめ薬局…………………… 1,807
匿名…………………………… 1,125
匿名……………………………… 100

指定寄付
林辰巳……………………… 732,354

フードバンクからのお知らせ
第 13 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
します。皆さまお誘い合わせの上、ご参加
ください。
日時＝2月22日
（金）
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

ひとり親家庭・春休みの日帰り旅行
社会福祉協議会では、市内在住のひとり
親家庭の親子が楽しく参加できる日帰り旅
行を計画しました。
期日＝3月24日(日)
行先＝東京スカイツリー (東京都墨田区)
定員＝40人(応募者多数の場合は抽選)
※お 子様が3歳以上で、6歳未満はチャ
イルドシートを持参できる家庭。
参加費＝無料(昼食は各家庭で用意)
申込 み＝3月1日(金)までに、ハガキに「ひ
とり親家庭春休み日帰り旅行参加希望」
と記入の上、参加者全員の住所･氏名･性
別･生年月日･電話番号を明記し、本所ま
で郵送してください。
お問い合わせ＝本所

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

障害を持ち介護が必要になっても、住み慣れた地域で安
心して日常生活を送ることができるよう地域で支援する事
業とは？

生活○○○○整備事業
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／ 1 月 15 日（火）( 当日消印有効 )
＊当選の発表は、記念品の発送をもって代えさせていただきます

次回発行予定日 ● 2019年5月1日
（水）

主な活動報告

25
ふれあいクイズ●

フードバンクでは、まだ食べることがで
きるのに、さまざまな理由で廃棄されてし
まう食品・食材を、企業や家庭などから引
き取り、食べ物を必要としている方々へ無
償で届ける活動をしています。ご家庭で不
要な食品があれば、ぜひご寄贈ください。
◆寄付いただきたい食品
◦穀類
（お米、麺類、小麦粉など）
◦保存食品
（缶詰、瓶詰など）
◦インスタント食品、レトルト食品
◦乾物
（のり、豆など） ◦菓子類
◦飲料
（ジュース、コーヒー、お茶など）
◦調味料各種、食用油
◦ギフトパック
（お歳暮、お中元など）
◆注意いただきたい点
①賞味期限が明記され、かつ2か月以上
あるもの
②常温で保存可能なもの
③未開封であるもの
④破損で中身が出ていないもの
⑤お米は前年度産まで
（玄米可）
⑥アルコール類は受け付けておりません
フードバンク窓口・お問い合わせ＝本所

佐原ライオンズクラブ……… 20,000
小見川ライオンズクラブ…… 10,000
山田町ライオンズクラブ…… 10,000
栗源ライオンズクラブ……… 10,000

物品寄付（件）
古切手………………………………… 3
ボトルキャップ…………………… 57
プルタブ・アルミ缶……………… 13
調理器具ほか………………………… 2

香取市生活支援体制整備事業
「支え合いを広げる地域づくりフォーラム」開催
住み慣れた地域でいつまでも元気で暮らし
たい。誰もが願うことではないでしょうか。
少子高齢化が進む中、これからも地域で安心
してくらしていくためにはどうしたらいいか
考えてみませんか？
●in小見川
日時＝1月24日（木）午後1時30分
会場＝小見川市民センター「いぶき館」
定員＝60人
対象者＝小見川地区在住の方優先
内容＝◦講演「支え合いを広げる地域づくり」
講 師 滑川 里美 氏 （千葉県新地域支援
事業推進協議会
「たすけあいチーバくん代
表」
）
◦実践報告・パネルディスカッション
参加費＝無料
お問い合わせ＝栗源支所
●in佐原
日時＝3月6日（水）午後1時30分
会場＝川の駅水の郷さわら
定員＝100人
対象者＝佐原地区在住の方優先
内容＝◦講演「支え合いを広げる地域づくり」
講 師 土屋 幸己 氏 （公益財団法人さわ
やか福祉財団 戦略アドバイザー）
◦実践報告・パネルディスカッション
参加費＝無料
お問い合わせ＝本所

10月 20日 第10回ふれあいスポーツ大会
11月

1日 心配ごと相談

12月

5日 広報委員会
6日 心配ごと相談
10日 香取市生活支援体制整備事業 in 山田
「みんなで支え合うまちづくりフォーラム」
12日 第2回歳末たすけあい募金配分委員会

編 集 後 記
あけましておめでとうございます。
昨年は、本会の活動に多大のご尽力ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今年は、新しい天皇陛下の誕生により平成最後の年になり、新しい年号が
160 文字程度
公表される事と思われます。新しい年号に合わせた新時代の到来です。本会
も意を新たにした活動が展開できるよう努力してまいります。
昨年 11 月に香取市では、厳しい財政状況の中、既存事業の検証・見直し
を行う「香取市市民事業仕分け」が実施されました。今後は市民や有識者か
らの貴重な意見を反映させ、健全な財政運営をし、さらなる発展が見込まれ
るものと思います。みなさまのご協力をお願いいたします。
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。

