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。
令和元年

5月1日発行
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第13 回

香取市社会福祉協議会会長表彰の部

香取市社会福祉協議会会長感謝の部

金
金
金
他

❷表彰状を受け取る受賞者の皆さん

❹来場者全員でヘルスアップ

❸呼音鼓会による迫力満点の和太鼓演奏

❺会場脇から登場のセニョール玉置さん

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〜
12月31日）」を実施しました。毎年、市民および法人の
皆様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7,432,078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6,081,380
円集まり、皆様からいただいた善意は昨年末に右記の事
業に活用させていただきました。

戸
学
職
そ

（敬称略）

１ 民生委員児童委員活動功労…淺野光弘、石田泰紀、伊藤敦子、大網純代、大堀幸美、小澤

しづ子、金子光子、木内義和、齋藤和栄、坂本純夫、佐藤卓、鈴木強、相馬信彦、竹蓋一夫、
那智栄美子、橋本吉之、平野力三、堀越信子、増田富枝、横田節子
２ 地区社会福祉協議会活動功労…浅野幸枝、遠藤和子、久保木勇一、向後秀子、竹蓋一夫、
多田京子、鴇田八栄子、西村義孝、柳沢和枝
３ ボランティア活動功労…香取市手話サークル「千の風」、ボランティアグループ竹の子、森
戸環境保全会、白鳥みき子、都丸末榮、林たき子
４ 多額の寄付（個人 5 万円以上・団体 10 万円以上）…香取市立佐原小学校、歌粋会花園流真秀会、
栗林商事（株）
、
シャルマンダンスクラブ、
水郷カラオケ会、ITS（株）ドコモショップ佐原店、
黒田良一、實川満

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金

種 別
別 募
校 募
域 募
の
合 計

（敬称略）

１ 本
 会役員および評議員功労…市川浩行、伊藤勉、佐藤幸子、髙橋明、竹蓋伸六
２ 多額の寄付（個人 10 万円以上・団体 20 万円以上）…香取市高齢者クラブ連合会佐原支部、佐原め
ぐみ保育園、大河寛園、大照洋子、小倉優、佐久間吉郎、佐藤吟、篠塚英子
３ 特別功労…橋本吉之

❶菅谷会長のあいさつ

【赤い羽根共同募金
収入内訳】

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

香取市社会福祉大会開催

2月22日、佐原文化会館において
「第13回
香取市社会福祉大会」を開催しました。当日は
香取市長宇井成一様、香取市議会議長田山一夫
様、千葉県議会議員谷田川充丈様、千葉県社会
福祉協議会長の代理として事務局長の金子惠一
様をお招きし、またボランティア関係者や一般
市民の皆様等、総勢400人が会場に足を運んで
くださいました。
式典では、菅谷会長のあいさつの後、社会
福祉事業や地域福祉事業に貢献された方々等、
45個人、11団体へ表彰状や感謝状が贈呈され、
来賓の方々からご祝辞をいただきました。
こ
ね
こ
活動発表では、香取呼音鼓会による和太鼓の
演奏、記念講演ではダンサーのあやねさんによ
る
「ヘルスアップセミナー」や、ものまね芸人の
セニョール玉置さんの
「ものまねショー」が披露
され、終始和やかな雰囲気の大会となりました。

「平成30年度
募金実績報告書」

栗源支所…tel 75-2118

募 金 額
6,701,503円
349,428円
83,547円
297,600円
7,432,078円

【歳末たすけあい募金支出内訳】
「平成30年度 募金実績報告書」
■生活困窮世帯に見舞金を配付
（2,505,000円）
【歳末たすけあい募金収入内訳】
…市内の母子父子世帯・障害者世帯・単身高
種 別
募 金 額
齢者世帯・寝たきり高齢者世帯などの生活困

窮者世帯501件
（1件5,000円）に見舞金を配
戸 別 募 金
5,804,403円
付しました。
法 人 募 金
152,000円
■社 会福祉施設助成金
（1,240,000円）…市内
そ の 他
124,977円
の高齢者・障害者・児童福祉施設へ年末事業
合 計
6,081,380円
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 上限50,000円助成）
■新生児紙オムツ代助成事業
（1,115,000円）…市内在住で平成29年11月1日〜平成
30年10月31日に生まれた新生児のいる家庭に助成しました。
（申請者数223件・1
件5,000円）
■地域福祉活動事業助成金
（754,452円）…地区社協の年末事業を対象に助成しまし
た。
（17地区社協へ助成・1地区社協 上限50,000円助成）
■ボランティア活動事業助成金
（183,957円）…ボラ連に登録するボランティア団体
の年末事業を対象に助成しました。
（19団体へ助成・1団体 上限10,000円助成）
■募金等経費
（280,831円）
【支出合計】6,079,240円 （収入支出差引残金は次年度に繰越します）
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令和元年5月1日

令和元年度

53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！

重点事項

1.第二次地域福祉活動計画並びに基盤強化計画の策定
地域福祉活動計画については地域を担う人材の育成と市民に
顔が見える取り組みに重点をおいた計画とします。また、基
盤強化計画は、将来を見据えた財政基盤の確立とそれを支え
る職員体制及び育成を中心としたものとします。
2.生活支援体制整備事業の推進
地域で多様な関係主体が集まる
「協議体」の設置や、地域資源
の把握やサービス提供主体をはじめとする関係者間のネット
ワークづくりに取り組んでいきます。
3.権利擁護関係事業の円滑な運営について
（1）
日常生活自立支援事業
（愛称：すまいる）
市や香取自立支援相談センター等他機関との連携を構築
しながら職員体制の充実と支援の範囲の検討をします。
（2）
法人後見事業
家 庭裁判所や
「すまいる」との連携を強化するとともに、
利用者の円滑な支援に努めます。
4.地域活動支援センターの管理運営について
指定管理の最終年度であることから、多機能型事業所
（就労
継続支援B型・生活介護）
への移行準備を進め、引き続き安全
で適切な運営に努めます。
5.介護保険事業の運営について
サービスの向上と人手不足の解消や管理体制の強化を図り、
利用者を第一に考えたサービス提供を徹底します。

社会福祉事業
●法人運営
（各役員会等の開催、関係機関との連携強化）
●組織体制の基盤強化
（第2次基盤強化計画の策定、職員の資質向上等）
●広報啓発活動
（広報紙・ホームページ等による事業紹介等）
●地域福祉活動推進事業
（第2次地域福祉活動計画の策定、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、災害時の体制強化、
「ちょいさ
ぽ」
サービスの運営、男の料理教室の開催ほか）
●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
事業ほか）
●福祉総合相談事業
（心配ごと相談、介護に関する相談、その他の福
祉全般に係る相談等）
●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
等）
●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
等）
●成年後見事業
男の料理教室（山田）

●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
◦高齢者給食サービス事業
◦生きがい活動支援通所事業
（ミニデイサービス）
◦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
◦日常生活自立支援事業
◦障害者紙オムツ給付事業
◦香取市生活援体制整備事業
◦その他の受託事業の実施
公益事業
いきいきサロンのようす（佐原）
●介護保険事業
（訪問介護事業、訪問入浴
事業、居宅介護支援事業、紙オムツ給付事業等）
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）
●社協バス運営事業
会費収入
前期末支払資金残高
1,584万9千円
505万2千円
5.1％
1.6％
寄付金収入
313万2千円
その他の収入
1.0%
その他の
26万5千円
活動収入
経常経費補助金収入
0.1%
5,602万6千円
4,629万8千円
17.9%
受取利息配当金収入
14.8%
助成金収入
108万3千円
15万2千円
0.3%
0.1％
3億1,306万
障害福祉サービス等
受託金収入
3千円
事業収入
6,445万3千円
585万3千円
20.6%
1.9%
介護保険事業収入
1億781万3千円
貸付事業収入
34.4%
令和元年度
192万4千円
0.6%
事業収入
（法人全体）
516万3千円
1.6％
予備費支出
30万円 0.1％
負担金支出
34万2千円
その他の
0.1％
活動支出
助成金支出
5,353万9千円
1,564万3千円
17.1％
5.0％

収入

収支予算

支出

貸付事業支出
240万円
0.8％
事務費支出
1,163万7千円
3.7％

3億1,306万
3千円

人件費支出
1億4,641万6千円
46.8％

事業費支出
8,278万6千円
26.4％

（自）平成 31 年 4 月 1 日〜
（至）令和 2 年 3 月 31 日

【佐原地区】

福田小学校

福祉体験講座

福田小学校3・4年生の18人を対象に、福祉体験講座が開催されました。第1回
（1月28
日）は、視覚障害者について学ぶことをテーマに、講師として飯田博道先生にご登壇い
ただきました。信号を音で聞き分けること、生活用品に点字や印があること、そしてそ
れを触って判断していることなど、実際の品物を見ながら説明を受けました。点字練習
機を使った点字体験の中で、自分の名前を打ったものを、先生が見事に読み当てた時に
は、みんなが笑顔に包まれました。第2回
（2月5日）は聴覚障害者について学ぶため、佐
藤建先生と手話通訳の吉岡裕子先生を講師に招きました。先生の生い立ちから始まり、
「聞
こえないこと」とはどんなことか、こんな場面で困ることがある等、身近な例をあげて
教えてくださいました。学んだ手話を使って、
「ちいさな世界」
を歌うことにもチャレンジ
し、みんな一生懸命に手と口を動かしました。目や耳に障害がある人への理解が広がり、
ちょっとしたお手伝いのきっかけ作りになればと思います。

熱心に学ぶ児童たち

社協かとり通信

令和元年5月1日

PICK
UP!

と
ご
き
で
の
まち

【小見川地区】

ひとり暮らし高齢者の集い
4月6日に開催されたひとり暮らし高齢者の集いは、毎年城山
の花見が恒例となっています。近年はこの頃になると葉桜になっ
てしまい残念な思いをして来ましたが、今年は開花が遅れた分、
絶好の桜の見頃となりました。山を染める淡いピンクの染井吉
野に見とれ、帰る時間を忘れてしまうほどでありました。
「きれい
だったよ。最高！」
と皆さんの感想。見学を終えてさくら館に戻り、
昼食はボランティア
の方々の手作りの花
見ちらし弁当に舌鼓
を打ちました。午後
からは
「脳の活性化」
にと続けているビン
ゴゲーム、自慢の喉
を披露するカラオケ
大会等、穏かな春の
一日を満喫しました。

53号

造幣局さいたま支局の見学
3月8日、香取市ボランティア連絡協議会の日帰り研修として、
造幣局さいたま支局へ行きました。展示されている記念硬貨をは
じめ、勲章やオリンピックのメダル等には、その時々の最高の技
術が凝縮されていることを学び、時代の流れを感じました。500
円玉に施されている偽造防止の技はとても精巧で、勲章ひとつひ
とつを丁寧に仕上げていく職人さんの姿には、見学者たちからた
め息がもれました。その後は、川越散策で小江戸文化を満喫しな
がら帰途につきました。
平成から令和へ。ひとつの時代が終わり、新たに始まるこの時
に、今を生きる大切さを感じる充実の一日となりました。

城山公園の満開の桜

【山田地区】
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参加者全員で、はいチーズ！

【栗源地区】

よもぎの会〜懐かしのメロディに乗せて♫
地域のふれあいを大切に、高齢者が気軽に楽しく参加できるサ
ロン活動を続け、今年で16年目を迎える
「よもぎの会」
。3月26日、
大角青年館で開催されたサロンでは、市高齢者福祉課保健師寺島
さんにご指導いただき、座ったままできる脳トレ体操や、今話題
の
「香取もりもり体操」を行いました。どちらも懐かしの童謡を口
ずさみながら、曲に合わせて指や体を動かします。皆さん、真剣な
まなざしで取り組む中にも笑顔があふれ、体操後のお茶タイムも
会話が弾み、今回も和気あいあいと楽しいひと時を過ごしました。

お花見広場
3月30日、栗源桜が丘広場にて、栗源さくらの会主催
「お花見
広場」が盛大に開催されました。会場では焼きそばやフランクフ
ルト、ねむの木会の抹茶・おでんなどの模擬店が用意されました。
また、インド発祥の民族楽器「シタール」が演奏され、栗源地区住
民自治協議会
「けやきサロン」ではお茶や手作りの桜もちが振舞わ
れるなど、集まったお花見客はゆっくりと食事を楽しみながらお
しゃべりにも花を咲かせていました。

みんなで歌って楽しく脳トレ！！

桜を見ながら楽しいおしゃべりタイム

【佐原地区】

「絵本の読み聞かせ」講師派遣
3月17日、
「絵本の読み聞かせ」
を学ぼうと題して、芝山町福祉センター
「やすらぎの里」
にて研修会が行われ、香取市ボランティア連絡協議会登録の
「絵本と語りの会〜歓びがこ
だまして」
の皆さんが講師として招かれました。これは、芝山町社会福祉協議会が主催の
研修会で、子どもたちが大好きな絵本について、読み聞かせと子どもの育ち方の重要性、
本の選び方や読み聞かせの仕方などを学ぶものでした。芝山町の読み聞かせボランティア
の方々が受講され、実際の語りを聞いてもらう場面や質疑応答などもあり、地域の垣根を
越えて様々な意見を交換できる貴重な機会となりました。電子媒体が発達してきた今日で
はありますが、絵本の持つ力、温かさを、今一度感じてみませんか。

絵本が持つ “ 力 ” を伝えました
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会費納入・寄付者紹介

53号

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

郷／（有）
木内自動車

……………………………………7,164

片野英子…………………………8,000

香取市高齢者クラブ連合会佐原支部

【3,000】…
（合）岩井製菓所／
（株）エ

篠塚英子…………………… 100,000

ヌ・ビー・ケイ／
（有）
日下設備工業／

（有）伸栄建設／
（有）
林建材

【2,000】…アトラス測地
（株）／荒北梨
園／エアポートトラベル
（株）
／片野建

設（株）
／香取トラック協同組合／
（株）
黒田商事／
（株）
シャロン／キューピー

タマゴ
（株）栗源工場／クリモト総業

（株）／小林製菓
（株）
千葉支店／ジェイ
フィルム
（株）
成田工場／藤和／ナガシ
マ化学工業
（株）
栗源工場／平山洋品店
／（株）
澤泉／
（株）
緑環境／
（合）
小沢商
店／（合）
ヤマハン商店／
（有）
カイシン
／（有）
殿山電工／
（有）
富岡建鉄工業／

（有）富澤製作所／
（有）
西商店／
（有）
藤
森不動産／
（有）
北総／
（有）
北総ファー
ム／（有）
大和企画／
（有）
石毛運送

令和元年度 心配ごと相談所開設日

プルタブ・アルミ缶……………… 15

プレゼント付

千葉桜の里ゴルフクラブ企画

実行委員会…………………… 30,000
匿名…………………………… 20,471
実川満………………………… 20,000
松林寺禅道会………………… 10,000
千葉県生涯大学校かとり学友会

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。

………………………………… 10,000
白百合幼稚園………………… 10,000
新堀みさ子…………………… 10,000
きくの会……………………… 10,000
フレンドリー木村敏夫……… 10,000
佐原めぐみ保育園…………… 10,000
荒井功………………………… 10,000

竹蓋一夫・稲葉志名子
竹本房子・弓削富榮
林 三和子・堀越克己
佐藤 昇・那智栄美子

2 月 22 日、佐原文化会館で行われた
「香取市社会福祉大会」の開催回数は？

第○回

1月 16日
2月 7日
22日
27日

理事会
心配ごと相談
第13回社会福祉大会
第3回歳末たすけあい募金
配分委員会
3月 7日 心配ごと相談

編

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 人に図書カード
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／令和元年 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 ● 令和元年8月1日
（木）

参加費＝1,500円
（追加費用が発生
する場合あり）
持物＝エプロン、三角巾、筆記用具
申込〆切＝6月21日
（金）
場所・日時
●佐原中央公民館
日時＝7月18日、8月22日、9月19日、
10月17日の木曜日 10時～ 14時
申込・問合せ＝本所
（さくら館）
●小見川社会福祉センター
日 時 ＝8月29日、10月17日、12月
19日、2月20日の木曜日 9時30
分～ 13時
申込・問合せ＝小見川支所
●山田公民館
日時＝7月30日、8月27日、10月1日
の火曜日 9時30分～ 13時
申込・問合せ＝山田支所

主な活動報告

ヒント／答えは紙面の中にあります

集
後
記

その他………………………………… 2

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。

匿名…………………………… 30,000

「キーワード
を探せ！」

ボトルキャップ…………………… 78

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

日蓮宗千葉県東部宗務所…… 50,000

家庭問題や福祉問題など、生活全
子供リサイクル用品のご案内
般に関わる悩みごとの相談窓口です。
相談員は学識経験者などが担当し、 山田支所では、不要になった子供
必要に応じて専門機関への連絡や紹 用品のリサイクル活動を行っていま
介などを行います。毎月第1木曜日 す。リサイクル品は山田児童館へ展
（祝日除く）10時～15時に開設します。 示しています。
相談場所＝香取市社会福祉協議会本 【現在のお預かり品】
所会議室
おもちゃ・ぬいぐるみ
（数点）
（日程・担当）
ベビー服
（数点）
6月6日 高橋正一・佐藤 昇
お問い合わせ=山田支所
7月4日 那智栄美子・竹蓋一夫
男の料理教室
8月1日 林 三和子・堀越克己
9月5日 竹本房子・佐藤 昇
対象＝60歳以上の男性
10月3日 高橋正一・那智栄美子
定員＝各会場30人
（先着順）

26
ふれあいクイズ●

物品寄付（件）

高塩邦男…………………………5,183

銚子信用組合信友会………… 50,000

11月7日
12月5日
2月6日
3月5日

おおくす GG 大会事務局………… 318

古切手………………………………… 5

古林まさ子………………………3,000

会員一同…………………… 224,703

齋藤のぶ…………………………1,647

山崎日出明………………………6,000
飯嶋明……………………………5,734

【4,000】…
（株）斎田運送／
（有）栗源運
輸

山田公民館……………………… 398

第 13 回香取市社会福祉大会来場者

一般寄付

【5,000】
…
（有）
浅間台牧場

本宮書道教室……………………9,693
新宿地区社協……………………9,010

賛助会費

【10,000】…道の駅くりもと紅小町の

鈴木喜満…………………………2,000

匿名…………………………… 10,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

橋本タカ子…………………… 10,000

心のこもった
贈り物
醤油寄附
3月27日、ちば醤油
株式会社様から醤油
290ml 1,404本 を い
ただきました。フード
バンク活動で支援団体
等に提供させていただ
きます。

3月 8日 香取市ボランティア
連絡協議会日帰り研修
22日 正副会長会議
28日 理事会
28日 評議員会
4月 4日 心配ごと相談
11日 広報委員会

「令和」
。その元号には「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ

育つ」という意味が込められています。平成の時代は戦争のない平和な時
代でしたが、一方で少子高齢社会の進展、個人の価値観やライフスタイル

の多様化など、世の中を取り巻く環境は大きく変化しました。高齢者世帯、
独居高齢者、核家族が増加し、地域コミュニティーの希薄化等、その互助
力が脆弱になりつつあります。このような中、私たち社会福祉協議会が最

大の目標としている地域福祉を推進する中核団体として「誰もが安心して
暮らすことができる福祉のまちづくり」を果たすべく、今号 2 ページに掲載し

た「香取市社会福祉協議会事業計画」を役職員一同、一丸となり推進することが、
正に「令和」の元号に込められた意味の具現化につながると考えます。
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。

