社協かとり通信『ふれあい』は年4回市民の皆さまにお役に立つ福祉情報をお届けします。
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香取市社会福祉協議会 会長表彰および会長感謝
第 15 回香取市社会福祉大会は新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、被表彰者および被表彰団体ならびに参加者の皆さまの安全確保
を最優先に考慮し、開催を中止させていただきました。
なお、被表彰者および被表彰団体の皆さまには、授与品の発送をもって表彰にかえさせていただきます。

香取市社会福祉協議会 会長表彰の部

（五十音順・敬称略）

１ 本
 会役員および評議員功労…額賀勉
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、永井建設株式会社、大照洋子、
小倉優、近藤美智子、鴇﨑昭一
３ 特別功労…香取福子、佐藤昇

赤い羽根共同募金

「令和2年度 募金実績報告書」
【歳末たすけあい募金収入内訳】 【赤い羽根共同募金収入内訳】
募 金 額

戸 別 募 金

4,632,803円

法 人 募 金

183,000円

そ の 他
合

計

21,712円
4,837,515円

種

別

6,457,810円

職 域 募 金

19,052円

そ の 他
合

計

人の手の入った里山は、四季折々豊かな表情を見せます。NPO
団体
「令和の杜」
は会員27人。構成員の大半は、瑞穂地区社会福祉
協議会や同まちづくり協議会の役員などの高齢者です。設立は、
令和元年10月2日。懸案となっていた山砂採取場の跡地の自然再
生を、周辺里道・里山と併せて一体的に整備を図り、松の木、桜、
紅葉、アジサイや曼殊沙華、その他草花・野草等々を植栽するな
ど、
「瑞穂のまほろば
（人々の憩いの場）
」にするものです。周辺は
中世の鴇崎城跡など歴史性に富み、眺望も見事で、散策コースを
ウオーキングした人は、その素晴らしさに感嘆します。活動メン
バーの一人は、
「身も心も健康になり、里山に心を奪われました」
とも。さらに、
「コロナ禍の今、近場の自然の中で活動をする私た
ちと、散策に来られる人たち、双方に元気アップのメリットがあ
りますので、ぜひお越しください」
と語ってくれました。

募 金 額

戸 別 募 金
学 校 募 金

里山「令和の杜」
で

身も心も健康に

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、市民の皆様および法人の皆さま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6,791,843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4,837,515円集まり、皆さまからいただいた善意は
年末に下記の事業に活用させていただきました。

別

（五十音順・敬称略）

１ 民生委員児童委員活動功労…佐藤久美子

２ 地 区社会福祉協議会活動功労…荒井直、池田幸子、伊藤カツ、
香取寛、小堀智加子、佐伯日出夫、保科和秀、三浦住江
３ ボランティア活動功労…中嶋和恵、中嶋初江
４ 多額の寄付（個人 5 万円以上・団体 10 万円以上）…ドコモショップ佐原、
黒田良一、實川満

歳末たすけあい募金

ご協力ありがとう
ございました

種

香取市社会福祉協議会 会長感謝の部

JR成田線

佐原堀之内郵便局 356

227,151円

香取市立瑞穂小学校

87,830円

瑞穂保育所

香取市みずほ台
コミュニティセンター

6,791,843円

■生活困窮者に見舞金を配付（2,070,000円）…市内の母子父子世帯・
障害者世帯・単身高齢者世帯・寝たきり高齢者世帯などの生活困窮者
世帯414件(1件5,000円)に見舞金を配付しました。
■新 生児紙オムツ代助成事業（910,000円）…市内在住で令和元年11
月1日～令和２年10月31日までに生まれた新生児のいる家庭に助成
しました。
（申請者数182件・1件5,000円）
■地域福祉活動事業助成金（548,343円）…地区社協の年末事業を対象
に助成しました。
（13地区社協へ助成・1地区社協50,000円まで）
■ボ ランティア活動事業助成金（77,900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。
（8団体へ助成・1団
体10,000円まで）
■募金等経費（241,875円）
【支出合計】3,848,118円（収入支出差引残金は次年度に繰り越します）

西坂

桜

植樹のようす

令和の杜

大須賀川

【歳末たすけあい募金支出内訳】
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香取市社会福祉協議会 事業計画・一般会計予算

「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2次地域福祉活動計画並びに第2次基盤強化計画の遂行
 地域福祉活動計画については、香取市地域福祉計画と連動し、か
つ相乗効果があり地域の力をより発揮できることを旨とし、基盤強
化計画は自主財源の確保を第一に、また香取市や千葉県社協等から
の財政的支援を得られる活動を行える計画を目標とします。
２ 生活支援体制整備事業の推進
 協議体の方々と協力しあらゆる社会資源の力を借りながら、生活
するうえで必要であるが行政サービスにはないような、軽易な困り
ごとのサポートサービスや、生活支援サービスの創設等、本事業の
推進を加速していきます。
３ 権利擁護事業の充実
（１）日常生活自立支援事業
 今年度も引き続き本事業を円滑に遂行します。加えて香取障害者
支援センターや香取CCC等関係機関と連携し、従来からの支援ス
タイルの変容にも柔軟に対応していきます。
（２）法人後見事業
 本事業にとって一番のパートナーである家庭裁判所との関係をより
強固なものとし、日常生活自立支援事業との連携により、適当な後見
人等がなく生活に困窮している方を対象に事業展開していきます。
４ 生活困窮者への支援
 本会独自の「小口資金貸付制度」や千葉県社協委託事業の
「生活福
祉資金貸付制度」を効果的に活用し、生活に窮する方への資金面で
の対策を図ります。
 また、歳末たすけあい運動の一環として実施している困窮者への
見舞金についても、より効果が発揮できる内容に改めていきます。
 さらに、フードバンク千葉との連携や市内農家等の篤志者の協力
による、困窮者への食の確保についても合わせて実施していきます。
５ 介護保険事業の運営と見直し
 利用者第一をモットーとしたサービス提供をしながら、財政の健
全化を図り、管理体制や職員・ホームヘルパーの資質とサービス向
上に努めていきます。

令和３年度

収支予算書
（法人全体）

会費収入
1,550万5千円 寄付金収入
119万6千円
5.5％
0.4%

前期末支払資金残高
1,803万3千円
6.4％

受取利息配当金収入
2万1千円
0.1%
障害福祉サービス等
事業収入
272万9千円
0.9%

予備費支出
30万円 0.1％

経常経費補助金収入
3,242万4千円
11.5% 助成金収入

（自）令和 3 年 4 月 1 日〜
（至）令和 4 年 3 月 31 日

その他の
活動による収入
6,398万9千円
その他の収入
22.7%
26万5千円
0.1%

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次基盤強化計画の遂行、社会福祉関係団体
および当事者団体との連携および協力、自主財源の確保と資産運用）
●広報啓発活動
（広報紙の発行、ホームページの管理運営、マスコッ
トキャラクター
「あや香ちゃん」の有効活用）
●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、
配分事業および配分方法の見直しと検討）
●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）
●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、
コロナ特例貸付等）
●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）
●地域福祉活動推進事業
（第2次地域福祉活動計画の遂行、地区社協・
ボランティアの活動推進、地域サロン活動・自治会・まちづくり協
議会との連携、給食サービス事業の実施、福祉教育活動の推進、災
害ボランティアセンターの運営、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、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
●成年後見事業
（かとり成年後見センターの運営）
●受託事業
（県社協、市ほか）
◦香取市生活支援体制整備事業 ◦日常生活自立支援事業の実施
◦コロナ特例
（総合支援資金、緊急小口資金）への対応
◦市高齢者クラブ連合会、各支部、地区高齢者クラブ連合会等
◦その他の受託事業の実施
公益事業
●介護保険事業
（訪問介護事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業、
紙オムツ給付事業）
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

収入

2億8,219万
4千円

介護保険事業収入
1億230万6千円
36.2%

負担金支出
31万9千円 その他の
0.1％ 活動による支出
助成金支出
4,987万7千円
1,625万円
17.7％
5.8％

13万9千円
0.1％
貸付事業支出
受託金収入
120万円
4,013万7千円
0.4％
14.2%
貸付事業収入
事務費支出
94万7千円
1,040万9千円
0.3%
3.7％
事業収入
450万3千円
1.6％

生涯現役 シルバー人材センター 会員募集中

広告

働く意欲にあふれる概ね60歳以上で、健康な方をお待ちしています。

元気な仲間がいろいろな仕事をしています

技術を要するもの…植木剪定／大工／左官
／塗装／襖・障子・網戸／畳・クロス壁の
張替え／仕立て直し など
屋内外の軽作業…機械及び手刈りによる除
草／草取り／屋内外清掃／家事支援／通院
介助など

問い合わせ

入会説明会を次のとおり開催しています
「生きがい・仲間・働き方」を見つけに、
ぜひお問い合わせの上、お越しください。
佐原本部事務所
毎月第1・3水曜日（祝日を除く）10時から
小見川支所
毎月第2・4水曜日（祝日を除く）10時から

香取市シルバー人材センター

佐原本部事務所☎54-7710

小見川支所☎80-1551

支出

2億8,219万
4千円

人件費支出
1億2,808万1千円
45.4％

事業費支出
7,575万8千円
26.8％

広告募集 !

香取市社会福祉協議会で
は、
「社協ふれあい」の広告
掲載企業を募集しています。

広告の１枠はこのサイズです
発行部数＝約 28,000 部
（市内全域に新聞折込）
サイズ＝ 1 枠 縦 56 ミリ×横 79 ミリ
広告料＝ 1 枠・1 回 5,000 円（税込）
年 4 回発行（5 月、
8 月、
10 月、
1 月）
お問い合わせ＝本所（☎ 54-4410）

社協かとり通信

令和3年5月1日
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UP!
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【佐原地区】

と
ご
き
で
の
まち

大倉新田もりもり体操スタート！！

【山田地区】

山倉・大角みんなの家

61号

―みんなが集う場所―

山倉集落センターでは、山倉・大角住民自治協議会主催で毎週
水曜日午後1時半から介護予防を目的に
「香取もりもり体操」
の他、
ぬり絵、ボールやラップの芯を利用した身近で簡単にできる運動
など、毎回趣向を凝らした楽しい活動をしています。休憩が終わり、
締めはみんなで輪になって踊る
「山田音頭♪」
。毎年4月に開催され
る春祭りでも子供から大人まで大勢で踊るそうです。コロナ禍で
祭りは中止になりましたが、地域の皆さんで伐採や草取り等、管
理しているという地域の方の思い
が詰まった
「さくらの山」には今年
も桜の花が彩を添えてくれました。

3月26日、大倉新田ふれあいセンターにて、香取もりもり体操
体験会を行いました。コロナ禍で家に閉じこもりがちな人が多い
現在、健康維持のため、何かできないかと立ち上がったのは大倉
地区高齢者クラブ代表の髙橋新一郎さん。大倉中郷地区で毎週行
われている体操風景を見学し、みんなが気軽に参加できるよう人
数分のいすの確保に奔走。綿密な準備のもと、この日を迎えました。
リハビリの先生をお招きし、いよいよ体操スタート。
「この運動は
ここの筋肉に効き、骨折予防に繋がる」
という話を聞いてから、童
謡をみんなで口ずさみながらゆっくり体を動かしました。
「気持ち
いいね」
の声とともにあちこちで笑顔が溢れ、はじめは緊張してい
た人たちも、最後の深呼吸ではみんなが穏やかな表情になりまし
た。こんな時期だからこそ、
ちょっと集まってちょっと体操、
ちょっ
とおしゃべりできる場を有効に活用し、みんなの元気の源になれ
ばよいなと感じました。

香取もりもり体操で元気もりもり
山田愛が詰まった「山田音頭♪」

さくらの名所「さくらの山（山倉）」

【佐原地区】

いきいきサロン、ウエルシアで再開

【小見川地区】

ひめの会
社協事業として開催していたミニデイサービスが自主運営と
なったため、昨年度より始まった
「ひめの会」
“
。お姫様たちの集い
の場”
として名付けられ、毎週木曜日に小見川さくら館で開催され
ています。
内容は、最初に全員で”もりもり体操”をした後、手芸やトラン
プなど各々が好きな過ごし方で一日を過します。フレイル予防や、
認知症の予防にも非常
に効果的です。ひめの
会の皆さんは
「一人暮
らしだと会話すること
が少ないので、体操や
おしゃべりが出来る場
所があってとても助か
る！」
と笑顔で語ってく
れました。

3月19日、ウエルシア薬局香取佐原店の中にあるウエルカフェ
にて、市社協主催のいきいきサロンを開催しました。いつも中央
公民館で開催していましたが、新しくできたフリースペース
「ウ
エルカフェ」へ場所を変えて行いました。まず、店長の中村将巳
さんから、リニューアルされたお店やウエルカフェについての説
明を聞き、その後、薬剤師の澤田康裕さんに、コロナ予防に関す
る話をしていただきました。石けんで手を洗うことの大切さや実
際に消毒用アルコールを使いながら手指消毒の方法を学び、すぐ
使える豆知識をたくさん得ることができました。新しくキレイな
スペースをお借りできたこと、そして、何より、久々にいつもの
仲間に会えたことで、
みんなの笑顔がひと
きわ輝いていました。
今後も感染症予防を
しながら、気軽に立
ち寄れるサロンを開
催していきます。

トランプを楽しむ会員の皆さん

豆知識をたくさん得られたかな？

【栗源地区】

栗源さくらの会
3月27日、栗源桜が丘広場にて、栗源さくらの
会役員がお花見用のぼり旗の取り付けと遊歩道の
清掃作業を行いました。
残念ながら今年も
「お花見広場」
は、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防のため、中止となってしま
いましたが、
「地域の皆さんには満開に咲いた桜が
丘広場の桜でお花見を楽しんもらいたい！」とい
う想いを込めて作業が行われました。

のぼり旗の取り付け

遊歩道の清掃
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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）

法人会費
【10,000】
…
（有）
木内自動車／道の駅く
りもと紅小町の郷

【5,000】
…
（有）
浅間台牧場／
（有）
タクミ
産業

【4,000】
…
（株）
斎田運送

【3,000】…
（有）日下設備工業／
（株）エ
ヌ・ビー・ケイ／
（有）林建材／
（合）岩
井製菓所／
（有）
伸栄建設

【2,000】
…
（株）
澤泉／
（有）
富岡建鉄工業

／ジェイフィルム
（株）成田工場／
（合）
平野／
（合）ヤマハン商店／
（有）富澤製

作所／
（合）小沢商店／クリモト総業

（株）／
（株）シャロン／平山洋品店／エ
アポートトラベル
（株）／キューピータ
マゴ
（株）栗源工場／
（有）石毛運送／ナ

ガシマ化学工業／
（株）栗源工場／
（株）
黒田商事／
（有）藤森不動産／香取ト
ラック協同組合／
（有）西商店／小林製
菓
（株）千葉支店／藤和／
（有）大和企画

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

／
（有）カイシン／荒北梨園／
（有）北総
／片野建設
（株）

61号
香取市高齢者クラブ連合会山田支部…

…………………………………4,791

風土村……………………………2,301

古切手………………………………… 3

香取市生涯学習課……………… 625

プルタブ・アルミ缶……………… 29

山田公民館………………………1,689

一般寄付
鴇崎昭一…………………… 200,000
香取市高齢者クラブ連合会佐原支部…

…………………………… 163,064

匿名………………………… 100,000

銚子商工信用組合信友会…… 50,000
ドコモショップ佐原店……… 50,000
日蓮宗千葉県東部宗務所…… 50,000
實川満………………………… 20,000
セイミヤ玉造店……………… 16,457
匿名…………………………… 15,000
佐原めぐみこども園………… 15,000
匿名…………………………… 10,000
荒井功………………………… 10,000
本宮曻……………………………8,000
飯嶋明……………………………5,605
白百合幼稚園……………………5,000

その他………………………………… 6

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
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、さまざまな福
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。
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・団体からご協力
いただいています。
法人会費（1 口 2,000 円）法人・事業所からご協力いただいています。

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で、一時的な生活資金にお困り
の方に向けた緊急小口資金および総合支援
資金の特例貸付を実施しています。この貸
付制度は令和３年３月末日で終了予定でし
たが、令和３年６月末まで延長します。
お問い合わせ＝本所
（☎54-4410）

申込締切＝６月30日
（水）
消印有効
※簡易書留郵送のみ受け付け
お問い合わせ＝千葉県社会福祉協議会 介護
支援専門員養成班 〒260-5808 千葉
市中央区千葉港4-3
☎043-204-1610・FAX 043-241-5121
ホームページ＝http://www.chibakenshakyo.
com/

令和３年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験

香取市社会福祉協議会 介護職員（非常勤）募集

試験日時＝10月10日
（日）
午前10時から
受験資格＝医療・保健・福祉分野の有資格
者などで一定期間以上の実務経験のある
人※詳しくはお問い合わせください
申込書配布場所＝香取市社会福祉協議会、
香取市役所高齢者福祉課、香取健康福祉
センター

職種＝ホームヘルパー
（利用者の自宅で実
施する身体介護・生活援助）
年齢＝65歳未満の方
勤務地＝香取市内
勤務日時＝月～土
（時間応相談）
待遇・詳細＝電話にてお問合わせください
お問い合わせ＝本所
（☎54-4410）

プレゼント付

ボトルキャップ…………………… 94

房総の会…………………………5,000

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の延長

34
ふれあいクイズ●

3
5
6物品寄付（件）

子供リサイクル用品のご案内

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
ル品は山田児童館で展示しています。
【現在のお預かり品】
ベビーカー
（2）
、お昼寝用ふとんセット
（2）、ジョイントマット（数枚）
お問い合わせ＝山田支所
（☎78-1056）

車いすの寄贈

「キーワード
を探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

佐原小学校児童会から寄贈された車いすは何台？

○台
郵便はがきに○に当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 3 年 5 月 15 日（土）( 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3年8月1日
（日）

0
1
4

３月11日、佐原小学校児童会
から車いす２台が寄贈されました。
この車いすは介助が必要な人へ
の貸し出しや、小中学校の福祉教
育に活用いたします。ありがとう
ございました。

編 集 後 記
新型コロナウイルスによる感染症が猛威を振るい、世界中で患者が増加する、
いわゆるパンデミックの収束が見通せない中で 1 年が過ぎました。この間、私た
ちは、感染予防のため社会的距離の確保やマスク着用、衛生管理などの行動が求
められ、生活様式が一変しました。
この制限により、交流の場や機会の提供も難しくなっています。巣ごもりなど
の言葉に見られるように引きこもり状況の中、特に高齢者や独居老人など孤独
感に陥りやすい方々が地域の中で“きずな”を深め心身共に健康な生活が送れる
よう「ふれあい」の場や活動の工夫が必要です。
広報委員：小川 剛 坂本 純夫 竹蓋 均

「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。

