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

10月1日発行

第

「みんなで支え合うあたたかい地域づくり」

香取市社会福祉協議会

55 号 福祉コミュニケーション
社協かとり通信

発行：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
編集：香取市社会福祉協議会広報委員会
〒287-0001 香取市佐原ロ2116-1
tel 0478-54-4410 fax 0478-54-4797
小見川支所…tel 83-7071 山田支所…tel 78-1056

栗源支所…tel 75-2118

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

おめでとうございます

祝100歳!
今年度、香取市内で100歳を迎えられる方は18人です（9月9日現在）。
その中から今回は、13人にご協力をいただき表紙を飾っていただきました。
100歳を迎えられる皆様のご長寿をお慶び申し上げます。

（オオサト

キク）

大里 きく

（開進）大正 8 年 6 月

（ヒラヤマ

イワオ）

平山 巖

（佐原イ）大正 9 年 1 月

（シノヅカ

クニ）

篠塚 クニ

（多田本田）大正 9 年 3 月

（アンドウ

テイ）

安藤 貞

（岡飯田）大正 8 年 9 月

（シメ

テル）

七五三 てる

（下小堀）大正 9 年 2 月

（スズキ

トミコ）

鈴木 冨子

（大崎）大正 9 年 3 月

（ヒルマ

ヨネ）

蛭間 よね

（荒久）大正 8 年 9 月

（イシカワ

フミ）

石川 婦美

（佐原イ）大正 9 年 3 月

（アオヤギ

ヒサコ）

青柳 久子

（仁井宿）大正 9 年 3 月

（イトウ

アイコ）

伊藤 愛子

（神生）大正 8 年 6 月

（サトウ

トミ）

佐藤 とみ

（田部）大正 8 年 10 月

（スガヤ

カネ）

谷 加子

（五郷内）大正 9 年 3 月

（イリエ

キヨコ）

入江 清子

（入小保内）大正 9 年 3 月

※写真をお寄せいただいた方のみ掲載しています
（敬称略）
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募金にご協力をお願いします
今年も秋の訪れとともに赤い羽根共同募金
（運動期間10月1日〜 11月30日）が始まり、年末には歳末たすけあい募金運動
（運動期間
12月1日〜 31日）
も始まります。皆さまのあたたかい善意をお待ちしております。

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金
「つながり ささえあう みんなの地域づくり」
をスローガンに12月から始まります。毎年、
皆さまからお寄せいただいた善意は、あたた
かなお正月が迎えられるように生活困窮者世
帯への見舞金、社会福祉施設や地区社協への助成事業、新生児紙オム
ツ代助成事業、ボランティア活動助成事業などに活用させていただいて
おります。今年度も自治会や民生委員さんを通じて募金のお願いをさせ
ていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

山田ふれあいまつりでの募金活動

歳末たすけあい募金のしくみ

10月1日から全国一斉に実施され、各自治会を通じて寄せられる各世
帯からの募金をはじめ、企業などの法人、学校、公共機関、協力店、福
祉施設などのご協力により募金活動を行います。
皆さまからお寄せいただいた貴重な募金は地域福祉を推進するため、
民間福祉施設や社会福祉協議会が実施する福祉事業に役立てられます。

個別募金・法人募金・その他

千葉県共同募金会香取市支会

赤い羽根共同募金のしくみ
配分事業

店舗設置の募金箱・戸別募金（自治会連合会）
・
学校募金・職域募金・街頭募金
■店舗設置の募金箱

■職域募金
■学校募金

生活困窮者（母子・父子家庭世帯）
見舞金

対象＝市内在住で 18 歳未満の就業していない子がいて、かつ児童扶
養手当が全部支給されている母子家庭世帯および父子家庭世帯
必要書類＝児童扶養手当証書・印鑑（シャチハタ不可）
交付金額＝募金額により配分
申込み＝ 11 月 1 日〜 29 日までに、社会福祉協議会本所・各支所にあ
る申込用紙に記入し、必要書類を添付して提出（土、日、祝日は除く）

生活困窮者世帯見舞金
■戸別募金（自治会連合会）

■街頭募金

社会福祉施設助成金

対象＝所在が香取市にあり民間の施設であること
対象となる事業＝利用者の福祉の向上に寄与することを目的とし、ボ
ランティアや地域住民の参加が見込める歳末に関連する行事等
対象となる経費＝活動費および事務費（会議費、旅費、需用費、役務
費および賃借料、備品購入費等）

千葉県共同募金会香取市支会
1月に取りまとめて
県へ送金

千葉県共同募金会
次年度配分
地域福祉事業

新生児紙オムツ代の助成金

対象＝市内在住で、平成 30 年 11 月 1 日〜令和元年 10 月 31 日に生
まれた子の親
必要書類＝子ども医療費助成受給券の写し（受給券のない方は、世帯
全員が記載された発行から 3 カ月以内の住民票）・印鑑（シャチハ
タ不可）
交付金額＝ 5,000 円（見込）

広域配分事業

申込み＝ 11 月 1 日〜 29 日までに、社会福祉協議会本所・各支所にあ

る申込用紙に記入し、必要書類を添付して提出（土、日、祝日は除く）

ボランティア活動事業助成金

民間の社会福祉施設等
香取市社会福祉協議会
○民間の社会福祉施設や
①ボランティア団体・学
団体の施設整備など
校・福祉団体活動支援
②遊 び 場 の 整 備 な ど の
児童福祉の支援
③手話教室などの障害者福祉に関係する事業の実施
④高齢者（男性）を対象とした料理教室開催など高齢者福
祉に関係する事業の実施
⑤広報啓発活動など

対象＝香取市ボランティア連絡協議会に所属しているボランティア団体
対象事業＝クリスマス会、忘年会などを実施している施設への慰問ほ
か歳末に関連する行事の実施
対象となる経費＝事業の実施に直接要する活動費および事務費（会議
費、旅費、需要費、役務費および賃借料、備品購入費等）
申込み＝ 10 月 31 日までに、助成金交付申請書、事業・資金計画書を
提出

その他歳末に関連する行事
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【栗源地区】

高萩ふれあいまつり
8月25日、高萩
コミュニティセン
ターにて高萩ふれ
あいまつり実行委
員会主催の
「高萩
ふれあいまつり」
が盛大に開催され
ました。
会場には約120
人が集まり、子ど
かたぬきを楽しむ子どもたち
も会による花笠音
頭や高齢者クラブの踊り、太鼓グループ
「響」の演奏などが披露さ
れました。自宅ではなかなかできないスイカ割りやヨーヨー釣り
など夏の風物詩とも言えるゲームなども催され、子どもたちから
お年寄りまで大いに楽しみました。
「年々盛大になって地域にも定着してきました。今後も地域を盛
り上げるために頑張って続けていきたい」
と実行委員長の香取薫さ
んは語ってくれました。

【佐原・小見川地区】

水郷団地夏祭り
8月11日、水郷団地公園において、水郷団地夏祭りが盛大に開
催されました。自治会やひだまりサロン、子供会、本会ボランティ
ア登録団体の
「ほのぼの」など、地域の皆さんが一体となって作り
上げた祭りです。
祭りの主役は子どもたち。神輿を担ぎながら団地内を練り歩
く
「子供水かけ祭り」
からスタートします。勢いづいた子供たちは、
午後からはさまざまなゲームに参加し、夕方からはお待ちかねの
屋台が並ぶ縁日へ繰り出し、やがて盆踊りが始まります。よさこ
いやバンド演奏も加わり最高潮へ。そしてクライマックスの、や
ぐらからお宝が降ってくるイベントがスタート。
「コンビニ袋を持
参して」との事前
周知のかいもあり、
みんなお土産いっ
ぱいで帰路につき
ま し た。 大 勢 の
方々の協力により、
世代を超えてたく
さんの笑顔の花が
咲きました。
老若男女が輪になって

災害ボランティアによる
がれきの撤去作業
この度の台風15号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。
台風の襲来により市社協では災害ボランティアを募集し、9月14日
市内福田の倒壊した倉庫のがれき撤去作業を行いました。
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【小見川地区】

余生を地域のために！
男性ボランティアグループは、小見川地区を中心に地域の福祉
活動をしています。今回は岡飯田にある大利根旭出福祉園で園生
と一緒に水鉄砲を作ったあと、全員で飛距離比べをして、ずぶ濡
れになって遊びました。
ほかにも同グループは毎月4回程度、園生の園外散歩のお手伝
いもしています。その
他にはお年寄りの買い
物支援や大工仕事のお
手伝い等で喜ばれてい
ます。グループでは余
生を福祉活動で楽しも
うという方の参加をお
待ちしています。
遠くまで飛んだかな？

【山田地区】

にこにこクラブの
「もりもり体操」
長岡青年館にて
「香取もりもり体操」が始まりました。これは香
取市生活支援体制整備事業にて設置された山田地区の協議体
「ふれ
あい山田」
から地域の集いの場づくりを広めるために始まりました。
初日の8月22日は15人が集まり、講師の多田賢五さん
（リハビ
リ訪問看護ステーショ
ンNEXTか と り ）指 導
のもと、終始笑顔で講
習を受けました。長岡
ではこの体操チームを
「長岡にこにこクラブ」
と名付けて、今後も定
期的に開催して行く予
手を広げて「イチ、ニ、サン！」
定です。
【佐原地区】

舞踊で元気のプレゼント
9月16日、与倉の介
護サービス事業所
「す
こやかさん」にて、敬
老の日を祝うイベント
が開催されました。香
取市ボランティア連絡
協議会登録のあやめ会
大漁節で盛りあがる会場
の皆さんが華麗な踊り
をたくさんの利用者様の前で披露しました。
最後に披露された
「大漁節」では利用者も一緒になって踊りを楽
しんでいました。
長年の地道な活動で培ったチームワークと華やな踊りで、会場
の皆さんがほっこりとした元気パワーをもらっていました。
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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）

一般会費
新宿地区社協…………… 1,911,952
本宿地区社協……………… 842,200
瑞穂地区社協……………… 564,000
東大戸地区社協…………… 618,400
香取地区社協……………… 883,200
香西地区社協……………… 711,200
大倉地区社協……………… 391,200
東大根塚……………………… 96,000
大根塚………………………… 70,000
新町東部……………………… 19,200
上新町………………………… 21,600
新浜…………………………… 24,000
北八軒町……………………… 49,600
南八軒町 1 ～ 5… ………… 250,400
田町………………………………7,200
新田…………………………… 35,200
仲町…………………………… 16,000
川端…………………………… 12,000
本町…………………………… 14,400
小路…………………………… 27,200

会費納入・ご寄付ありがとうござ
いました。※7月1日〜 8月31日

南下宿………………………… 14,400
北下宿………………………… 15,200
新開町……………………… 136,000
内浜…………………………… 33,600
外浜…………………………… 25,600
八日市場…………………… 115,700
野田 AB……………………… 258,900
本郷…………………………… 34,400
北小川……………………… 118,400
南小川………………………… 36,000
南原地新田…………………… 45,000
羽根川………………………… 40,000
新々田………………………… 21,500
入会地……………………… 120,000
東西住金団地……………… 354,400
一ノ分目…………………… 160,000
一ノ分目新田………………… 56,800
三ノ分目…………………… 200,000
富田………………………… 195,200
下小堀……………………… 143,200
増田…………………………… 23,200
水郷団地……………………… 65,600
織幡………………………… 103,200

55号
油田………………………… 118,400
東谷…………………………… 99,200
八本…………………………… 31,200
白井…………………………… 40,800
山川…………………………… 25,600
虫幡・虫幡平石分………… 150,400
木内…………………………… 55,200
上小堀………………………… 92,800
新福寺………………………… 39,200
阿玉川……………………… 196,000
下飯田……………………… 113,600
岡飯田………………………… 43,200
布野…………………………… 14,400
川頭…………………………… 17,600
北原地新田…………………… 13,600
県営住宅……………………… 20,000
五郷内………………………… 72,000
貝塚…………………………… 64,000
阿玉台………………………… 44,000
久保…………………………… 25,600

賛助会費
香取地区社協……………… 100,000
香西地区社協………………… 50,000
大倉地区社協………………… 21,000
片野英子…………………………3,000

一般寄付
大照洋子…………………… 100,000
歌粋会………………………… 61,034
縁歌清和会…………………… 32,497
香取市小見川文化協会……… 17,000
匿名…………………………… 10,000
津宮小学校………………………3,000
鈴木喜満…………………………2,000

物品寄付（件）
古切手………………………………… 1
ボトルキャップ…………………… 68
プルタブ・アルミ缶……………… 19
その他………………………………… 2

バス タ オ ル の 寄 贈

永井建設
株式会社様
から、今年
もバスタオ
ル100枚が寄贈されました。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。

！

元気で

でも
いつま

イント
ポ
ン
健康ワ ス
イ
アドバ

目の疲れをスッキリさせよう !

疲れ目の解消法

子供リサイクル用品のご案内

目が疲れている、ショボショボする、乾燥してかすむなど、日々の生活で「疲れ目」
を感じることはないでしょうか？
疲れ目の原因は、目の周りにある筋肉の張り。体をマッサージする時と同じように
ツボをマッサージすることで筋肉をほぐすと、スッキリします。
今回は疲れ目に効くツボを紹介します。人差し指か中指の腹でそっと押してマッ
サージしてみましょう。
ふう ち

さんちく

攅竹

風池

首筋のやや外側、うなじのくぼみ

高齢者配食サービス事業の運営

眉頭の内側で
目の上の骨縁
の少しへこん
だところ

せいめい

たいよう

晴明

太陽
て ん ちゅう

目頭の左右のくぼみ、 こめかみの下の少し
くぼんだ部分
鼻の付け根の横側

「風池」から親指 1 本分

天 柱 内側寄りのやや下

赤い羽根共同募金の運動期間は？
ヒント／答えは紙面の中にあります

10 月 1 日〜〇〇月 30 日
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 名の方に図書券 1,000 円
分をプレゼントいたします。
＊当選の発表は、記念品
宛先／〒 287-0001 香取市佐原ロ 2116-1
の発送をもってかえさ
香取市社会福祉協議会「ふれあいクイズ」係
せていただきます
応募の締め切り／令和元年10月15日
（火）(当日消印有効)

主な活動報告

「キーワードを探せ！」
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ふれあいクイズ●

プレゼント付

山田支所では、不要となった子供用品の
リサイクル活動を行っております。リサイ
クル品は山田児童館で展示しています。
【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）
お問い合せ＝山田支所

香取市高齢者配食サービス事業は9月末
日をもって終了することとなりました。
10月以降については香取市社会福祉協議
会で運営すること
となりましたので、
これまでと同様に
引き続きご利用い
ただけます。

8月 1日
8月21日
9月 5日
12日
25日

心配ごと相談
地区社会福祉協議会全体会議
心配ごと相談
広報委員会
第1回歳末たすけあい募金配分委員会

秋になると木々の葉が次々に黄色や赤
に色を変え落ちます。その紅葉を見に行
く人達で道路や電車も混雑する、ほこりをかぶり、酒に酔って
の喧嘩などもあり、お花見と同じ様です。しかし木々は人間に
秋の奉仕をしているのでも、その美を競っているのでもない。
何かと競技会のような紅葉の名所を作って集まる人々を、山の
木々はどんな気持ちで眺めているのでしょうか？木の葉が散る
前になぜあんな美しい色になるのだろうかと、自然の営みを不
思議に思い悩むの
広報委員：小川
剛 佐藤
昇
はなぜでしょうか。
坂本 純夫 那智栄美子

編 集 後 記

次回発行予定日 ● 令和2年1月1日
（水・祝）「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。

