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
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あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などのうちで、判断能力が不十分な人が、
住み慣れた地域や家において自立した生活が送れるよう、地域の社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を
行うものです。

主なサービスの内容

1. 福祉サービス利用援助
福祉サ－ビスを安心してご利用できるよ

うにお手伝いします。

●福祉サービスについての情報提供を受け
られます。

●福祉サービスを利用したり､ やめるため
に必要なことを一緒に考えながら手続き
をします。

●福祉サービスを利用して嫌なことがあっ

2. 財産管理サービス

3. 財産保全サービス

毎日のくらしに欠かせないお金の出し入

大切な書類や印鑑などをお預かりします。

れをお手伝いします。

●年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、

●医療費､ 税金､ 公共料金等を支払うお手

契約書類

伝いをします。

●実印､ 銀行印

●あなたの通帳から生活に必要なお金を払

●そ の他社会福祉協議会が適当と認めた

い出してお渡しします。また､ 預け入れ

書類

することもできます。

※金 融機関の貸金庫に保管します。宝石､

骨董品､ 貴金属類､ 株券､ 有価証券など

たら、苦情解決制度を利用する手続きを

はお預かりできません

お手伝いします。

※日常生活自立支援事業をご利用中に専門家の援助や助言が必要になった場合には、弁護士･
司法書士･社会福祉士の紹介サービスもご利用になれます。

利用にあたってはお問い合わせください
社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
香取市佐原口2116-1 TEL 0478-54-4410

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30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

毎年、市民の皆さまをはじめ事業所など大勢の方々
にご理解とご協力いただいている会費は、平成30年
度、一般会費15,574,480円、賛助会費269,000円、
法人会費176,000円、合計16,019,480円でした。会
費納入にあたり地域等で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。
集まった会費は、右記の事業に活用しました。

●地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、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………………………… 11,335,856円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に……… 755,617円
●ふれあいスポーツ大会、手話講習会などの障害者福祉活動費に… 345,731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……… 263,067円
●子どもの遊び場の整備などの児童福祉活動費に………………… 511,985円
●心配ごと相談所の運営などの地域福祉サービス活動費に……… 241,453円
●低所得者世帯への生活資金の貸付金（限度額３万円）に………… 381,500円
●車輌に係る経費に…………………………………………………… 494,013円
●社会福祉大会の経費に……………………………………………… 702,122円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に………………… 318,000円
●理事会等会議の経費に……………………………………………… 173,336円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に……………………… 496,800円
合

計

…………………… 16,019,480円
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平成30年度

54号

❺共同募金配分事業

事業・収支決算報告

●男の料理教室…参加者のべ 231 人
●ふれあい生きいきサロン…参加者のべ 162 人
●初級手話講習会…参加者 14 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 278 人
●香取市社会福祉大会…参加者約 500 人
●法外援護…9 件
●歳末配分事業…見舞金 501 件・助成金 291 件

6月11日に開催した理事会、ならびに6月28日
に開催した評議員会において平成30年度事業報
告・収支決算が承認されました。

【主な事業】
❶地域福祉サービス事業
●福祉総合相談事業
（心配ごと相談所事業）
●日常生活用具貸出事業…貸出数のべ 346 件
●ボランティア活動普及事業…89 グループ 2,108 人登録

❻居宅生活支援事業（障害者総合支援法に基づく事業）
●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 1,405 人

❷資金貸付事業

❼補助事業

●小口資金貸付事業
（市社協）…新規利用者 93 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
20 件

●高齢者クラブ連合会及び 4 支部事務局業務

❽助成金事業

❸受託事業

●地区社会福祉協議会・福祉団体・ボランティア団体・学校…81 団
体へ助成

●外出支援サービス事業…利用者のべ 396 人
●ミニデイサービス事業…利用者のべ 1,750 人
●給食サービス事業…利用者のべ 4,937 人
●障害者紙オムツ給付事業…利用者 233 人
●日常生活自立支援事業…利用者 38 人
●香取地区老人クラブ事務局業務
●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
●生活支援体制整備事業

❾介護保険事業
●指定訪問介護事業…利用者のべ 4,191 人
●指定居宅介護支援事業…利用者のべ 869 人
●指定訪問入浴介護事業…利用者のべ 719 人
●紙オムツ給付事業…利用者のべ 16,586 人
●高齢者家族介護用品支給事業…利用者のべ 154 人
●要介護認定調査事業…38 件
●介護予防支援業務…利用者のべ 287 人

❿その他

❹成年後見事業

●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 149 件

●成年後見事業…利用者 5 人

平成30年度

収支決算書 （法人全体）

前期末支払資金残高 1,571万9,159円 5.0%
その他の活動収入
3.937万4,715円 12.4%
その他の収入
1,032万8,869円 3.3%
受取利息配当金収入
119万963円 0.4%
障害福祉サービス等事業収入
598万530円 1.9%

寄附金収入
393万9,935円 1.2%

収入

3億1,641万
8,956円

介護保険事業収入
1億856万7,638円
34.3%

その他の支出 9万9,495円 0.1%

会費収入
1,601万9,480円 5.0%

その他の活動支出
971万5,207円
3.2%

負担金支出 31万8,000円 0.1%
助成金支出 1,462万9,265円 4.9%

経常経費補助金収入
4,400万5,240円 13.9%
助成金収入
13万9,000円 0.1%
受託金収入
6,422万3,504円 20.3%

貸付事業支出
232万1,500円 0.8%
事務費支出
1,114万3,290円
3.7%
事業費支出
7,825万3,612円
26.1%

支出

2億9,978万
4,530円

人件費支出
1億8,330万4,161円
61.1%

貸付事業収入 194万円 0.6%
事業収入 498万9,923円 1.6%

高校生のためのボランティア体験講座
6月16日、水郷小見川自然の家で、さわやか県民プラザ
主催による、高校生を対象にしたボランティア体験講座が
行われました。会場は3つのブースに分かれており、私た
ちは車いす体験コーナーの講師を担当しました。一人ひと
りが車イスの使用方法を学び、実際にスロープや段差を上
り下りしてみることで、介助する際に配慮すべきことなど
を実感してもらいました。受講した高校生たちは、説明を
熱心に聞き、実技にも一生懸命取り組みながらもその場を
楽しんでいるように感じました。福祉車両や高齢者疑似体
験などにも触れ、この一日が将来希望する仕事や夢への第
一歩になればと思いました。

段差を上り下りする様子

スロープでの介助方法を体験

社協かとり通信
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【栗源地区】

ねむの木会の外出
6月28日、ボランティアグループねむの木会が招待しているひ
とり暮らし高齢者8人と共に、年1回の外出をしました。今年の
行き先は「水郷佐原あやめパーク」
。梅雨時ならではのしっとり
と雨に濡れた満開の蓮の花を堪能し、水郷の風情を楽しみまし
た。参加した高齢者の皆さんは
「久しぶりにお出掛けしてリフレッ
シュになった」と笑顔で話していました。

54号
【佐原地区】

大倉小学校

福祉体験講座

6月19日、大倉小学校3 〜 6年生を対象に、福祉体験講座を開
催しました。脳トレにもなる指体操や福祉〇×クイズも取り入れ
ながら、車イス体験を中心に行いました。車イスに乗って自力で
三角コーンを回る、段差やマットを設置したコースを進んでいく
など苦戦しながら、実際にやってみることで初めて知る「発見」が
たくさんありました。思った以上に力が必要で、スムーズに進み
にくいなど、参加した児童一人ひとりが一生懸命、最後まで取り
組んでいました。
車イスに乗って介助される人、介助する人、両方の目線を知っ
てもらったことで、
「思いやりの輪」がさらに広がっていくと確信
しました。

蓮の花を眺めるねむの木会と高齢者の皆さん

【小見川地区】
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熱心に説明を聞く参加児童

【山田地区】

香取市生活支援体制整備事業「おたがいさま会議」

テラス・サンサンでもりもり体操

高齢者の困りごとを把握し、問題の解決に向けて話し合う協議
体。小見川中央地区では
「おたがいさま会議」と称して月1回、小
見川社会福祉センター
（さくら館）
にて、話し合いが進められてい
ます。地域の福祉課題を自分のことのように捉えた視点で、現在
は高齢者が気軽に集まれる
「つどいの場」
作りや、電球交換などの
ちょっとしたお手伝いをする生活支援ボランティアの設立に向け
て、意欲を高めています。

7月5日と9日の2日間、橘ふれあい公園に体験学習施設として
新設されたテラス・サンサンにて、介護予防講座が開催されまし
た。話題の香取もりもり体操を体験して地域に広めていこうとい
うのが目的で、講師はNEXTかとりの多田賢五さん。懐かしの童
謡を口ずさみながら曲に合わせて体を動かしたり、脳トレ体操を
しました。参加された皆さんは和やかな雰囲気の中、楽しいひと
時を過ごしました。

協議体でのグループワーク

リズムに合わせて脳トレ体操

県の枠を超えた貴重な意見交換
6月3日に群馬県安中市安中地区社会福祉協議会、6月21日に茨城
県石岡市やさと地区民生委員・児童委員協議会が、本協議会を視察に
訪問されました。お互いの地域の特色や現状、抱えている問題などを
話し合い、共通点や解決策等、意見を交換しました。遠路はるばるお
越しいただいた皆さまの地域へ、今度は私たちがお邪魔させてもらえ
るよう再会を約束してお別れしました。県の枠を超えて、貴重な意見
が聞けた、有意義な交流でした。

安中地区社協との意見交換
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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。

川上…………………………… 56,000

【2,000】…富士デベロプメント
（株）╱
（有）宮崎起業╱
（有）
丸平木材╱かとり

農業協同組合╱
（有）小堀設備工業╱

（株）岩立鉄工所╱
（株）
西谷ホールディ
ング╱
（株）
林╱
（農）
大権農場╱
（株）
千

葉カネイ食品╱金井工業
（株）
╱
（株）
高
岡商会╱
（有）
源五商店╱
（有）
岩立工業
╱（株）
岩立水道建設╱
（株）
菅谷工務店

╱（有）
昭和自工╱前建総業
（株）
╱
（株）
喜多見呉服店╱医療法人社団

惠慈会

╱加瀬モータース╱前田建設
（株）
╱菅
谷建設
（株）
╱銚子信用金庫山田支店╱

（株）遠藤組╱
（有）
川口建設╱
（有）
木内
重機╱
（株）
石毛ハウジング╱長嶋運送

（株）╱
（株）
ナガシマ化学工業╱
（資）
高

木英次商店╱木内土木㈱╱
（有）
ミニミ
ニストアー林╱
（福）
九十九里ホーム╱

（株）越川植樹園╱
（株）
ニッサク

高野…………………………… 36,000
竹之内………………………… 97,000
田部………………………… 141,000
仁良………………………… 112,000
神生………………………… 126,000
米野井………………………… 59,000
在郷…………………………… 93,000
原宿…………………………… 52,000
入小保内…………………… 106,000
遠茶…………………………… 37,000
山帰…………………………… 48,000

北佐原地区社協…………… 427,200
津宮地区社協……………… 412,800
新島地区社協……………… 576,000
小見………………………… 137,000
吉野平……………………… 142,000

荒井功………………………… 10,000

苅毛…………………………… 50,000
荒北…………………………… 77,000
浅間台………………………… 20,000
沢…………………………… 121,000
開進…………………………… 65,000
倉沢…………………………… 16,000
宿原…………………………… 25,000
高萩………………………… 123,000
受所…………………………… 62,000
上の台………………………… 88,000
中峰…………………………… 80,000

賛助会費

志高…………………………… 58,000

津宮地区社協………………… 48,000

古内…………………………… 30,000
日下部住宅…………………… 19,000

北佐原地区社協……………… 30,000

一般寄付

向堆住宅……………………… 16,000

匿名…………………………… 50,000

大角………………………… 109,000

匿名…………………………… 40,000

山倉………………………… 290,000

桐谷…………………………… 68,000
鳩山…………………………… 57,000
小川………………………… 123,000
浅黄東部……………………… 60,000
浅黄西部……………………… 36,000
西崎………………………… 115,000

社協かとり通信
「ふれあい」では毎年、
100歳になられる人の顔写真を掲載してい
ます。
対象＝平成31年4月1日〜令和2年3月31日
の間に100歳を迎える人
応募方法＝最近撮影した顔写真
（裏に住所・
氏名を明記）を添えて社会福祉協議会本
所または支所へ8月30日
（金）までにお申
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

助沢…………………………… 76,000

東野…………………………… 36,000

香取市ろうあ協会………………3,000

長岡………………………… 144,000

100 歳顔写真募集

27
ふれあいクイズ●

南八軒町高齢者クラブ……… 14,153

南四ツ塚…………………… 102,000

新里………………………… 214,000

一般会費

大畑…………………………… 45,000

西田部………………………… 55,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

54号

香取市民ゴルフ大会実行委員会

会長荻沼征成………………… 38,866
水郷カラオケ会……………… 35,142
ニュー歌謡友の会…………… 31,664
佐原モラロジー事務所……… 30,000

高齢者クラブ山田支部 GG 大会

……………………………………7,810
香取市高齢者クラブ連合会山田支部

芸能発表会………………………7,065
本宮書道教室……………………4,358
山崎日出明………………………4,000
匿名………………………………2,532
匿名………………………………1,425
おおくす GG 大会事務局………… 469

物品寄付（件）
古切手………………………………… 2

ボトルキャップ…………………… 73
プルタブ・アルミ缶……………… 22
その他………………………………… 2
米……………………………………… 1

心 の こも った 贈 り 物
タオル寄附

千葉県退職公務員連盟佐原
支部様からタオル400枚をい
ただきました。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。

鈴木強………………………… 30,000
實川満………………………… 20,000

子供リサイクル用品のご案内

第 11 回 ふれあいスポーツ大会

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
ル品は山田児童館へ展示しています。
【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） ベビーチェア
（1）
ベビーバス
（1）
お問い合わせ＝山田支所

市内の障がい者施設や団体に所属してい
る人が一堂に会し、スポーツの楽しさを味
わいながら交流を深めることを目的に開催
しています。
施設や団体に所属していない人で参加を
希望される場合はお問い合わせください。
日時＝10月18日（金）午前10時～
会場＝香取市民体育館
お問い合わせ＝あけぼの園
☎0478-54-4320

「キーワード
を探せ！」

主な活動報告
6月 6日 心配ごと相談

ヒント／答えは紙面の中にあります

高齢者・障害者などのうちで、判断能力が不十分な人
が、住み慣れた地域や家において自立した生活が送れる
よう、福祉サービスの利用援助等を行なう事業とは？

7日 正副会長会議
11日 理事会
26日 香取市ボランティア
連絡協議会運営委員
会
28日 評議員会

日常生活○○○○事業

7月 4日 心配ごと相談

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 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 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 ● 令和元年10月1日
（火）

シャルマンダンスクラブ…… 50,000

生涯学習課…………………… 12,100

5日 香取市ボランティア
連絡協議会総会
9日 広報委員会

編 集 後 記
令和を迎えて3カ月。介護予防サロン・
カフェに参加している人たちの元気さに驚
くばかりです。
大気不安定、異常気象というそんなある
日に、にわか雨の後に色鮮やかな大きな虹
を発見し、その美しさに見とれていました。
すると、その外側に副虹も現れ、幸せな気
分に浸っていました。その時、あるおじい
ちゃんが
「東雷雨降らず、朝虹は雨、夕虹
は晴れ」とポツリ。自然をよく知る高齢者
の知恵に学んだ一コマ。今年の夏は、気候
の変化に富んだ日本ならではの
「ことわざ
や言い伝え」を調べる楽しみができました。
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。

