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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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。このような中、地域共生社会の実現が求められており、これ
は地域経済・社会全体の中で、
「人」
「もの」
「お金」
そして
「思い」
が循
環し、相互に支える、支えられる関係を創り上げることだと考え

香取市社会福祉協議会

菅谷

長藏

明けましておめでとうございます。
市民の皆さまにおかれましては、お健やかに令和という新たな
時代の新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
日頃より、香取市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。
昨年は、9月から10月にかけての台風15号、19号、21号によ
る強風・大雨により、長野県や関東・東北地方の広い範囲で、屋
根瓦の破損や河川の決壊に伴う浸水被害、農産物やその生産施設
などに大きな被害が発生いたしました。香取市においても長期間
の停電・断水や屋根瓦の破損、農業用のパイプハウス損壊等大き
な被害となりました。香取市社会福祉協議会では災害ボランティ
アセンターを立ち上げ、災害ボランティアのご協力をいただき被
災された皆さまを支援してまいりましたが、自治会・民生委員児
童委員・地区社協等の地域の皆さま方は、発災当初からそれぞれ

られております。
香取市社会福祉協議会では、介護保険の地域包括ケアシステム
を構築する上で重要な生活支援体制整備事業を推進するため、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、
地域の皆さまや地域の事業所の協力を得ながら、生活上の困りご
とを解決する方法を検討してまいりました。年度内には、市内４
地域で支え合い活動や買い物支援の事業が始まり、また
「地域サロ
ン」
の取り組み等により、地域の集会場に集まり介護予防に努める
とともに、コーディネート業務を展開しております。
社会福祉協議会は、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
とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
結びに、新しい年が皆さまにとり
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。

共同募金 へのご協力
11 月 3 日
あいまつり
ふれ
山田

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

の地域で互助・共助の活動を展開されており、日頃からの災害に
備えた取り組みの成果であると感じた次第であります。
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

新年の
ごあいさつ
会長

栗源支所…tel 75-2118

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

ありがとう
ございました
11 月 17 日
栗源のふるさといも祭

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では街
頭募金も実施しました。
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、民生委員・児
童委員、各法人職場など募金活動にご
協力いただいた方々に心よりお礼申し
上げます。
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。

11 月 10 日
おみがわ Y
OSAKOI ふ
るさとまつり

11 月 24 日
ふるさとフェスタさわら
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香取市災害ボランティアセンターを運営して
台風15号､ 19号および21号により、香取市もかつて経験した
ことのない被害に遭いました。本会は被災者を支援するため、台
風一過の9月10日から、香取市災害ボランティアセンターを立ち
上げました。
この約２カ月間、多くのボランティアの皆さんのご協力を得て、
主に高齢者および障がい者世帯の被災者に対し、がれきの撤去や
災害ゴミの搬出、倒木の切断やブルーシート張り等の支援を行う
ことができました。
このボランティアセンターを開設して、どんなに文明や技術が
進歩しても、人と人とが繋がり支え合うことこそが最も大切なこ
と、それは本会が目指すものと全く同じであることを感じました。
これをきっかけに巡り合えたボランティアの皆さんの中には、
本会が通常行っている福祉事業にボランティアとして参加してく
ださった方も多数いて、ご縁はゆっくりと広がっています。
災害は無いに越したことはありません。しかし、いつどのよう
な形で襲ってくるかは誰にも分からないことです。これからもこ
の経験を生かし、皆さまのお役に立てるよう備えてまいりたいと
考えています。
（香取市災害ボランティアセンター職員）

■災害ボランティア活動を経験して

田邉

屋根のブルーシート張り

雨漏りで腐った畳を搬出

倒壊した倉庫のがれき撤去

落ちたトタン屋根を搬出

■感謝に堪えません

和義さん（虫幡）

吉田

秀子さん（福田）

9月9日未明、最大瞬間風速57.5ｍを記
録した台風15号は、私の住む香取市でも

の仲間が
「千葉県の復興のために」と言って
送ってくれたり、技術的な知識、保険や精

台風の朝、がれきが庭一面に散乱し、すっかり
景色が変わっていました。両親の介護で実家に来

衝撃的すぎて、今でも忘れられません。
私は千葉県内の災害対応のプロフェッ
ショナルを集めた
「オール千葉チーム」の香

香取市社会福祉協議会の皆さんも休みな
く全力でサポートしてくださり、心強い
パートナーとなりました。長い活動の中で

の問い合わせをした際、ボランティアの要請をしま
した。するとその日のうちにお電話をいただき、週
末に6人のボランティアの方が来てくださいました。

大きな被害をもたらしました。台風が過ぎ
去り私の目に飛び込んできた世界は、まる
で映画のワンシーンを見ているかのように

神的ケアに至るまで、さまざまなアドバイ
スをいただき、まさに全国各地から救いの
手を差し伸べていただきました。

取地区幹事として、テクニカルボランティ
アを募集し主に一般ボランティアの方がで
きないことを活動しましたが、改めて人と

ていた私は途方に暮れながらも片付けを始めまし
たが、母は入院中、父は要介護で作業がなかなか
進みません。ボランティアセンターへゴミの搬出

香取社協さんとの繋がりに、どれだけ助け
られたか分かりません。
今回の長期間にわたる災害ボランティア

の繋がりの大切さを身に染みて実感いたし
ました。
参加してくれた方たちは千葉県在住の方
以外にも、茨城、栃木、群馬、東京と関東

倉庫からがれきを運び出したり、散乱したガラ
スを拾ったり、手が多いとどんどん片付き、手際
のよい仕事に本当に頭が下がりました。後日今度

を経験して、改めて私は仲間に恵まれ、そ
して仲間に生かされているんだなと痛感い
たしました。
災害大国日本。いつ、どんな災害に遭遇

一円から、さらには広島からも仲間が駆け
つけてくれました。

は運び出した家財や鉄骨の解体など、私一人では
どうにもならない力仕事をしていただきました。
そのがれきの搬出もまた後日手伝っていただき、
本当に感謝の一言に尽きます。被災し、身も心も

するか、分かりません。自分一人では決し
て乗り越えられなかったこの災害を乗り越

時には高所作業をするのに必要なロープ
等の特殊装備を北海道、埼玉県、沖縄県

疲れている時の助けは、身に染みてありがたかっ
たです。高齢の両親と共に、社協そして協力して

えた経験から、仲間との絆をさらに強く、
太くしていかなければと実感しております。

くださったボランティアの方々に本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。

台風15号､ 19号および21号の豪雨被害に係る災害ボランティア派遣実績（令和元年11月25日現在）
がれきの撤去

罹災証明等
被災ゴミの搬出
申請の代行
（写真撮影含む）

ブルーシート
張り

香取市社会福祉協議会
倒木の切断

その他

合

計

作業内容

現地の確認

支援の延べ件数

106

56

30

117

48

30

26

413

関わったボランティア
の延べ人数

106

305

33

345

141

115

31

1,076

高齢者の生活を支える生活支援サービス始まります！

車椅子の寄贈

香取市生活支援体制整備事業では高齢者の困り事を洗い出し、
解決策の話し合いをしたり、
自分たちの地域をどのような地域にしたいか話し合う場所
「協議体」
をおおむね地区社協ごと
に設立しています。
その
「協議体」
から、
高齢者のちょっとした困り事に対応する生活支援サー
ビスや、病院の予約取りのお手伝いをする通院支援サービスが新しく始まりました。

12 月 3 日、善意の輪 ( 代表：北川毅）
さんから、本会へ車椅子 2 台が寄贈され
ました。平成 15 年から活動をはじめら
れ、これで 13 台の車椅子をいただきま
した。この車椅子は介助が必要な方への
貸 出 し や、
小中学校の
福祉教育に
活用いたし
ます。

協議体（地区名）

サービス名

内

容

ささえあい香取
（香取地区）

買物・通院支援 買物支援：市内スーパーへの送迎
サービス
通院支援：混雑する病院や医院の予約とり

ささえあい香西
（香西地区）

お助けサービス

おたがいさま会議 おたがいさま
（小見川中央地区） サービス
ささえあい栗源
（栗源地区）

ちょいボラ
倶楽部

ゴミ出し分別など

お問い合わせ

☎ 54-4410
（社協本所）

生活支援サービス：
簡単な清掃など
専門性のない活動
電球交換など

☎ 75-2118
（栗源支所）
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【佐原地区】

第17回

瑞穂文化祭

56号

3

【山田地区】

本の読み聞かせ
今年度開校した山田小学校では、山田地域内の小学校で活動し
ていたメンバーが月2回集い、本の読み聞かせを行っています。
低学年には楽しく分かりやすい本を、高学年には国や文化を超え
たグローバルな本を、また四季折々の風景や行事を感じられる本
など、毎回本選びから読み聞かせまで6人で楽しく活動していま
す。活動メンバーのひとりは
「本を通じて、子どもたちの平和な
心や夢と希望を育めたら幸いです」と語ってくれました。

11月19日と20日、谷中集会所で、第17回瑞穂文化祭が開催
されました。今年のテーマは
「色々！いろいろ！」
と題して、折り
紙、編み物、縫い物など、いろいろなジャンルの作品が展示され
ました。
会場には、可愛らしい
「イチゴのリース」
、動物や野菜などをか
たどった「変わりお手玉」
、美しい絵画のような
「木目込み」
、和柄
のカラフルな布をあしらった
「お菓子皿」
などの作品が、所狭しと
並べられていました。制作に携わった人たちも集まって、来場者
に丁寧に説明をしてくれました。制作者のひとりは、
「同じものを
作っても一人ひとりの個性が出て、趣が違う作品ができるところ
がとても楽しいのよ」
と作品への愛情を込めて話していました。

絵本選びも活動のひとつ

【小見川地区】

社会体験学習

ステキな作品が目白押し

【佐原地区】

ふれあいいきいきサロン クリスマス会
12月20日、佐原中央公民館で、ふれあいいきいきサロンの
クリスマス会が開催されました。ひとり暮らしの高齢者などが月
１回、気軽に通える場として開かれているこのサロンは、お友だ
ち同士のおしゃべり、簡単な体操やゲームをしたり、季節の歌を
みんなで歌ったりと、参加者の皆さんが自由に楽しんでいます。
クリスマス会と題した今回は、室内の飾り付けをみんなで行
い、ゲストとして佐原グリーンハーモニーの皆さんをお呼びしま
した。美しいコーラスに酔いしれながら、
「桃太郎」
の歌ではグリー
ンハーモニーの皆さんが手話を交えて、参加した皆さんと一緒に
歌いました。歌い終わった後には、自然にみんなが笑顔になりま
した。楽器を使った曲の演奏や、リクエストにも応えていただき、
参加者・運営ボランティアの喜々の会の皆さんともども、会場が
一体となった思い出に残る素敵なクリスマス会になりました。

みんなで一緒にメリークリスマス

「関節が動かない！」
「足が重い！」など、高齢者疑似体験では思
わず驚きの声が出ます。
朝夕の冷え込みが
増す11月13日、小見川
中 学 校 ２ 年 生4人 が
「社会体験学習」とし
て小見川社会福祉セ
ンターさくら館へ来
館しました。車いす
介助や入浴介助、福
祉作業所での作業な
ど、福祉の現場を肌
で感じながら体験し
ました。
高齢者の大変さを体験

【栗源地区】

みんなで食べよう！いも煮会
11月30日、栗源市民センターにて栗源地区社会福祉協議会主
催
「みんなで食べよう！いも煮会」が開催され、約100人が集まり
ました。模擬店広場では焼きそば、豚汁、焼き芋、ポップコーン
などの出店、3階ホールでは香取幸江さんによる歌謡ショー、豪
華景品が当たる大抽選会が催され、会場は大いに盛り上がりま
した。

アツアツの豚汁も大好評
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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）

56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
セイミヤ佐原玉造店………… 14,341
荒井功………………………… 10,000
花和会………………………… 10,000
匿名…………………………… 8,784
O・H・C………………………… 5,080
本宮昇………………………… 3,540
匿名…………………………… 3,500
生涯学習課…………………… 2,416
あやめ薬局…………………… 2,274
香取市高連小見川支部女性部
……………………………… 2,000

一般寄付

一般会費
新宿地区社協………………… 71,200
栄町………………………… 120,000
分郷………………………… 102,400

賛助会費
片野英子……………………… 3,000

栗林商事…………………… 100,000
歌粋会………………………… 70,190
黒田良一……………………… 50,000
實川満………………………… 40,000
水郷カラオケ会……………… 36,340
村上銀士……………………… 31,344
匿名…………………………… 30,000
上野フラグループオミガワ
昼教室夜教室………………… 30,000

参加方法＝直接会場へお越しください。
（参
加費無料、履歴書不要）
お問い合わせ＝
（福）
千葉県社会福祉協議会
令和元年度 第 2 回「保育 de 就職！＠千葉
千葉県福祉人材センター内
保育のしごと就職フェスタ」ご案内
ちば保育士・保育所支援センター
電話：043-222-2668・2227
千葉県福祉人材センターでは、
保育所
（園）
・
HP：http://www.chibahoiku.net/
児童福祉施設等へ就職を希望する方を対象に、
「保育de就職！＠千葉 保育のしごと就職
第 14 回 香取市社会福祉大会開催のお知らせ
フェスタ」を下記のとおり開催します。
香取市社会福祉大会を下記の日程で開催
求人のある保育所
（園）
・児童福祉施設等の
します。皆さまお誘い合わせの上、ご参加
採用担当者との個別面談や保育職場に関する
ください。
相談等を行い、保育・福祉人材の確保と就労
日時＝2月21日
（金）
をサポートします。
開場12時30分～
開会13時～
また、潜在保育士向けの講座も開催いたし
場所＝香取市佐原文化会館
ます。詳細はホームページをご覧ください。
内容＝◦顕彰式 ◦体験発表 ◦記念講演
開催 日時＝1月26日
（日）10時30分〜 15時
入場＝無料
30分（就職面談会：12時30分〜）
お問い合わせ＝本所・支所
会場＝ペリエホール RoomA 〜 RoomF
〒260-0031

ヒント／答えは紙面の中にあります

台風 15 号で被害に遭った方々を支援するために開設さ
れたセンターの名称とは？

香取市○○○○○○○○センター
郵便はがきに

古切手………………………………… 1
ボトルキャップ…………………… 85
プルタブ・アルミ缶……………… 23
その他………………………………… 2
毛布…………………………………… 1
米……………………………………… 1

第17回房総地域福祉実践研究セミナー
（香取地域）
日時 ＝3月14日（土） 受付12時〜 開会13
時〜 閉会16時30分
会場＝東庄町公民館大ホール
定員＝200人
参加費＝無料
内容
第1部 報告
台風15号・19号等被災地域の振り返り～
災害ボランティアセンター運営を通じて
感じたこと～（予定）
第2部 総括講演
東
 北福祉大学大学院教授・千葉県地域福
祉研究会顧問 大橋謙策先生
お問い合わせ＝本所

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（水）( 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 ● 令和2年5月1日
（金）

令和元年度

全国社会福祉大会

全国社会福祉協議会会長表彰
社会福祉協議会優良活動
新宿地区社会福祉協議会

第 69 回千葉県社会福祉大会
千葉県知事表彰
社会福祉事業功労者（民生委員・児童委員）
林
（敬称略）

「キーワードを
探せ！」

表彰

長年皆さまからお寄せい
ただいたプルタブを受け入
れ、回収運動をしているアル
フ ァ・ ジ ャ パ ン に 送 り、 車
椅子 3 台が本会に贈られまし
た。皆さまのご協力に感謝い
たします。

プレゼント付

物品寄付（件）

千葉市中央区新千葉1-1-1

プルタブを集めて車椅子3台

29
ふれあいクイズ●

寺本和………………………… 1,100
匿名……………………………… 859

三和子（小見川）

千葉県社会福祉協議会会長表彰
社会福祉施設職員功労
村田伸江・髙澤潤子（瑞穂保育所）

大島直子（清水こども園）
久保木ゆかり・伊藤春美（東総あやめ苑）

令和の時代を迎え、天皇陛下御即位の式典が厳かに
行われ、平和で希望に満ちた輝かしい未来に向かって
誰もが心ときめいていたそんな時、台風 15 号や 19 号等が日本列島を襲い、
荒れ狂った雨や風が千葉県にも大きな爪痕を残していきました。自然の驚異
を思い知らされ、普段あって当たり前の電気や水のありがたみを実感いたし
ました。
160 文字程度
日頃から防災ネットワークとして、自助・共助・公助が大切とされていま
すが、昔から「向こう三軒両隣」とはよく言ったもので、近所同士の相互の
助け合いといわれる「互近所」の関係性がより必要な時代になったのではな
いでしょうか。
命を守るための行政の正確な情報・呼び掛けに謙虚に従い、早めに避難・
移動すべきと考えされられました。
広報委員：小川 剛・佐藤 昇・坂本 純夫・那智栄美子

編 集 後 記

「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。

