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３年

8月1日発行
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会長の就任にあたり

香取市社会福祉協議会
会長 竹蓋 伸六
このたび、役員の任期満了に伴う改選におきまして、理
事の皆さまのご推挙とご賛同を賜り、会長職を拝命いたし
ました。微力ではありますが、皆さまのご教示を賜りなが
ら香取市社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の推進の
ため、力を尽くす所存でございます。
我が国において少子・高齢化の進行と、追い打ちをかけ

るような新型コロナウイルス感染症の流行によって、高齢
者の孤立や子育てへの不安、経済的困窮への対応など、地
域における生活課題はより深刻化してきています。この困
難を乗り越えていくには、支え手と受け手が常に固定して
いるのではなく、皆が役割を持ち、支え合うことが大切で
す。それによってすべての人が、年齢や状況を問わず、そ
の人のニーズに応じた適切な支援が受けられて、住み慣れ
た地域で暮らし続けることのできる共生型の地域社会を目
指すことが必要とされております。その中にあって、本会
は地域福祉活動の推進のため
「第2次香取市地域福祉活動
計画」と
「第2次基盤強化計画」を策定し、目標達成のため
積極的に取り組んでいるところであります。
この本会の果たすべき使命を自覚し、地域福祉向上のた
め、役職員一同、一丸となりまして地域福祉活動計画の基
本目標である
「支えあい安心して暮らせるまち香取市」の実
現に努めてまいりますので、市民の皆さまからのより一層
のご支援とご協力を切にお願い申し上げまして、ごあいさ
つといたします。

自宅・会社・学校などで捨ててしまう空
き缶のプルタブやエコキャップを集めて、
最寄りの市社協(本所・支所)に持ち込ん
でください。

エコキャップ

最寄りの市社協（本所・支所）

プルタブとエコキャップを集めよう

プルタブ

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

誰でもできるボランティア活動

プルタブ＆エコキャップ回収
香取市社会福祉協議会では、
家にいながら手軽にできる収
集ボランティア活動として、
空き缶のプルタブやペットボ
トルキャップ（エコキャップ）
を回収し、車いすやワクチン
と交換する活動を推進してい
ます。
地域で人と直接関わるボラ
ンティア活動だけでなく、ま
ず簡単に誰でもできる活動か
ら始めてみませんか。

栗源支所…tel 75-2118

業者による回収～売却
集められたプルタブとエコキャップは市社協から回収業者に引
き渡します。回収業者は回収されたプルタブやエコキャップを
リサイクル資源として売却して売却益を出し、売却益を元手に、
車いすやワクチンと交換します。プルタブは約1,600kgで車
いす1台と交換され、エコキャップは約4,300個で重度栄養不
良の子供たちを救うワクチン1本と交換されます。

会費納入にご協力いただきありがとうございました！

令和２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多くの方々
にご理解とご協力いただいている会費は、令和2年度、
一般会費15,244,820円、賛助会費259,000円、法人
会費167,000円、合計15,670,820円でした。会費納
入ありがとうございました。また、会費納入にあたり
各地域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………………………… 10,522,204円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に…… 1,146,567円
●障害者スポーツ大会、手話講習会などの障害者福祉活動費に… 170,350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……… 124,578円
●子どもの遊び場の整備費等児童福祉活動費に…………………… 259,160円
●心配ごと相談所の運営費等地域福祉サービス活動費に………… 191,486円
●低所得者世帯への生活資金の貸付金（限度額２万円）に………… 786,000円
●車輌に係る経費に…………………………………………………… 845,118円
●社会福祉大会の経費に……………………………………………… 165,636円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に………………… 267,300円
●理事会等会議の経費に……………………………………………… 461,190円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に……………………… 731,231円
合

計

…………………… 15,670,820円
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事業・収支決算報告

令和

2年度

6月14日に開催した理事会、ならびに6月29日に開催した
評議員会において令和2年度事業報告・収支決算が承認され
ました。

【主な事業】
1 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…貸出件数のべ 120 件
●生活支援サービス事業…利用者数 3 人
●ボランティア活動普及事業…87 グループ 1,897 人登録
●給食サービス事業…利用者のべ 2,641 人

2 資金貸付事業
●小口資金貸付事業 ( 市社協）
…新規申請件数 56 件
●総合支援資金・福祉資金・教育支援資金
（県社協受託）
…申請件数
10 件
●コロナ特例貸付（緊急小口・総合支援
【新規・延長・再貸付】）
…申請件数 1,234 件

4 成年後見事業
●成年後見事業…利用者 7 人

5 共同募金配分事業
●ふれあいいきいきサロン
（佐原中央公民館）…参加者のべ 55 人
●ステップアップ手話講習会…参加者 25 人
●声の広報事業
●子供の遊び場設置事業
●香取市社会福祉大会の開催 ( 式典中止）
…顕彰者 会長表彰 2 団体、7 人 ・会長感謝 1 団体、13 人
●法外援護…（火災見舞金支給）2 件
●歳末配分事業…見舞金 414 件・助成 203 件

6 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 865 人

7 助成金事業
●地区社会福祉協議会・福祉団体・ボランティア団体・学校など…
71 団体へ助成

8 介護保険事業
●指定訪問介護事業…利用者のべ 2,743 人
●予防訪問介護…利用者のべ 3,508 人
●指定居宅介護支援事業…利用者のべ 674 人
●指定訪問入浴介護事業…利用者のべ 705 人
●紙オムツ給付事業…利用者のべ 17,104 人
●高齢者家族介護用品支給事業…利用者のべ 71 人
●介護予防支援業務…利用者のべ 178 人

3 受託事業
●外出支援サービス事業…利用者のべ 146 人
●生きがい活動支援通所事業移行業務
●小見川社会福祉センター指定管理者業務
●障害者紙オムツ給付事業…利用者 253 人
●香取地区高齢者クラブ事務局業務
●香取市高齢者クラブ連合会及び 4 支部事務局業務
●日常生活自立支援事業…利用者 41 人
●シニア健康プラザ管理業務
●生活支援体制整備事業
●香取市福祉避難所の平時における業務
●栗源循環ワゴン運行事業（令和 2 年度で終了）

令和2年度

62号

9 その他
●千葉県共同募金会香取市支会の運営
●社協バス運行事業…利用件数 17 件
●交通遺児勉学奨励金支給事業

収支決算書 （法人全体）
会費収入
1,567万820円 5.2%

前期末支払資金残高 1,732万4,926円 5.8%

その他の活動収入
6,909万1,229円 23.1%
その他の収入
124万4,955円 0.4%
受取利息配当金収入
7万9,397円 0.1%
障害福祉サービス等事業収入
374万6,690円 1.3%

その他の活動支出
7,029万6,692円 24.4%

寄附金収入
135万9,786円 0.4%

収入

2億9,839万
2,091円
介護保険事業収入
1億18万3,799円
33.6%

経常経費補助金収入
3,306万1,118円 11.1%
助成金収入
13万9,000円 0.1%
受託金収入
5,111万179円 17.1%

貸付事業収入 99万4,000円
0.3%

事業収入 438万6,192円 1.5%

負担金支出
26万7,300円 0.1%
助成金支出
1,205万8,447円
4.2%
共同募金配分金
事業費
158万1,073円
0.5%
貸付事業支出
73万8,000円
0.3%

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

香取市シルバー人材センター

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

佐原本部事務所☎54-7710

小見川支所☎80-1551

支出

2億8,790万
8,468円

事務費支出
1,065万24円 3.7%

広告募集 !

人件費支出
1億2,115万9,719円
42.1%

事業費支出
7,115万7,213円
24.7%

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）
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【小見川地区】

もりもり体操で健康づくりに励む「なのはな会」
6月8日、なのはな会（会長：角田義子）が小見川社会福祉セン
ター（さくら館）
でもりもり体操を行いました。
なのはな会は高齢者クラブ小見川支部女性部が定期的に開催し
ていた「もりもり体操」
が自主運営で独立した団体で、毎週火曜日
に集まり、仲間と一緒に健康づくりに励んでいます。
この日はおみがわ医療センター附属看護専門学校の実習生も訪
れ、会員の皆さんは看護学生との交流を楽しみました。

62号
【佐原地区】

えんの下の力もち♪
「えんの下の力もち」読んで字のごとく、津宮で、高齢の方々を
そっと力強く支えてくれている方々がいます。地域サロン
「えん
の下の力もち」
（会長：諏訪彩華）では、一週間おきに津宮コミュ
ニティホームに集まり、体操や脳トレ、季節に合わせた活動など
を行っています。
6月28日には、七夕飾り作りを行い、参加者それぞれが願いを
込めて書いた短冊を、丁寧に笹の葉に結んでいました。以前は、
カフェもみじを会場にして活動されていたようですが、コロナ禍
で感染症予防かつフレイル予防を兼ねて、場所を津宮コミュニ
ティホームに変えて再開。回を重ねるごとに、どんどん参加者が
増えています。香取もりもり体操をやってから、動物名と鳴き声
の連動クイズやしりとりなど、みんなの笑顔溢れる、楽しいひと
時になっています。近場だから行ける、近場だから知っている人
がいる、近場だから毎回参加できるなど、地域に寄り添った温か
い集いの場になっています。

もりもり体操で元気もりもり

【佐原地区】
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短冊に願いを込めて

【山田地区】

合同研修会に参加して
6月18日、本宿コミュニティセンターで行われた民生委員児童
委員・地区社協合同研修会に参加し、かとり地域在宅医療支援セ
ンターのお二人からお話を伺いました。同センターはいろいろな
支援事業を行っており、中でも
「バックベッド登録」
は高齢者を介
護している家族が安心できる制度だということを学びました。
コロナ禍で民生委員や地区社協としてできることも限られます
が、今回のお話を聞いて、在宅医療を希望していても相談先がわ
からない方や、ひとり暮らし高齢者を遠方で見守る家族にぜひと
も伝えたいと思いまし
た。医療や介護の現場
との橋渡しをしていく
ことが、今私たち民生
委員や地区社協にでき
ることの一つだと感じ
た研修会でした。
本宿地区民生委員
宮嶋満由美
たくさんのことを学びました

配食サービス、見守り・相談にも応じます
民生委員・食育健康推進協議会・
元食生活改善推進委員会個人ボラン
ティア・個人ボランティアの皆さま
に支えられている
山田の配食サービ
ス。九十九里ホー
ムで作られた、出
来たてで旬の味覚
を楽しめておいし
いと評判のお弁当
を、 月2回、 第1・
第3木 曜 日 に 昼 食
おいしいお弁当をお届けします
としてご自宅まで
お届けしております。
「利用者様の見守りも兼ねてお元気でいらっ
しゃいますか？お変わりありませんか？とお声掛けをしていると、
お困りの声を聴かせていただくこともあり、パイプ役として関係
各所へつなげることも私たちの役目です」
と話してくれました。

【栗源地区】

栗山川ふれあいの里公園除草作業
6月15日、栗山川ふれあいの里公園を愛する会
（会長：伊藤孝弘）が公園除草作業を行
いました。この日は8人の会員が集まり、主に遊具広場の周辺や遊歩道周辺を中心に作
業を行いました。
栗山川ふれあいの里公園はたくさんの親子連れや子どもたちが訪れ、地域住民の憩い
の場として親しまれている公園です。
「時間のある時にできる範囲の活動が地域貢献になると思うとやりがいがある。たく
さんの人たちが公園を使ってくれてとても嬉しい」
と会員の皆さんは語ってくれました。

子どもたちの笑顔のために
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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。
（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

向堆住宅……………………… 20,000

一般会費
新島地区社協……………… 572,800
北佐原地区社協…………… 425,400
小見………………………… 135,000
吉野平……………………… 141,000

川上…………………………… 55,000
高野…………………………… 35,000
竹之内………………………… 97,000
田部………………………… 138,000
仁良………………………… 110,000
神生………………………… 124,000

米野井………………………… 58,000
在郷…………………………… 94,000
原宿…………………………… 30,000
入小保内…………………… 105,000

遠茶…………………………… 37,000
山帰…………………………… 45,000
南四ツ塚…………………… 104,000
長岡………………………… 143,000

志高…………………………… 58,000
古内…………………………… 30,000
日下部住宅…………………… 17,000

山倉………………………… 286,000

賛助会費
佐藤啓子…………………………3,000
北佐原地区社協……………… 30,000

一般寄付

香取市高齢者クラブ連合会山田支部Ｇ
Ｇ大会……………………………6,850
匿名………………………………2,142
匿名………………………………1,000
香取市教育委員会生涯学習課… 359

物品寄付（件）

大照洋子…………………… 100,000

古切手………………………………… 5

桐谷…………………………… 65,000

佐原モラロジー事務所……… 30,000

プルタブ・アルミ缶……………… 22

新里………………………… 210,000
鳩山…………………………… 56,000
小川………………………… 124,000
浅黄東部……………………… 58,000
浅黄西部……………………… 36,000
西崎………………………… 113,000
大畑…………………………… 43,000
東野…………………………… 36,000
助沢…………………………… 76,000
西田部………………………… 55,000
苅毛…………………………… 50,000
荒北…………………………… 75,000
浅間台………………………… 20,000
沢…………………………… 120,000
倉沢…………………………… 16,000
宿原…………………………… 26,000
高萩………………………… 123,000
受所…………………………… 60,000

香取市交通安全母の会……… 48,070
實川満………………………… 20,000
匿名…………………………… 15,000
荒井功………………………… 10,000
本宮曻……………………………9,000
匿名………………………………7,130

ボトルキャップ…………………… 62
その他………………………………… 3
ちば醤油㈱… ………………………食材
千葉県退職公務員連盟佐原支部……

タオル×195枚、ハンドタオル×6枚

非常食の寄付
6月25日、千葉銀行佐原
支店様より非常食
（備蓄保
存用パン）8ケースをご寄
付いただきました。
支援を必要とする人へ配
付し、有効活用させていた
だきます。

上の台………………………… 85,000

「ふれあい」では、100歳になられる人の
顔写真を掲載しています。掲載を希望され
る人は、最寄りの社会福祉協議会にお申し
込みください。
対象 ＝令和3年4月1日～令和4年3月31日
に100歳を迎える人
応募 方法＝最近の顔写真
（裏に住所・氏名
を明記）を添えて最寄りの本所・支所へ
8月31日
（火）までにお申し込みください
（写真は
「ふれあい」掲載後に返却いたし
ます）
。

社会福祉法人 千葉いのちの電話
第33期ボランティア相談員募集
応募資格＝
（1）
年齢20歳以上 （2）
資格・経
験 不問 （3）基礎研修講座に参加できる
人
（受講料は47,000円）

プレゼント付

中峰…………………………… 80,000

大角………………………… 109,000

100 歳顔写真募集
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研修期間＝10月～令和5年3月
申込方法＝千葉いのちの電話ホームページ
から応募用紙をダウンロードし、必要事
項を記入して郵送
申込締切＝9月17日
（金）
当日消印有効
お問い合わせ・申込＝社会福祉法人 千葉
いのちの電話 事務局
（月～金 午前9時
～午後5時）
☎043-222-4416

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６月末日で終了予定でし
たが、令和３年８月末まで延長します。
お問い合わせ＝本所（☎54-4410）

健康スポーツ吹矢体験会

子供リサイクル用品のご案内

内容＝腹式呼吸法による吹矢体験
対象＝20歳以上の市内在住・在勤者
期日＝9月7日(火)
時間＝午後1時30分～ 3時30分
会場＝小見川社会福祉センターさくら館
定員＝20人以内
参加費＝無料(用具は主催者で準備します)
申込締切＝9月3日(金)
申込＝本所
（☎54-4410）

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】
おもちゃ、ぬいぐるみ（数点）、
その他
お問い合わせ＝山田支所
（☎78-1056）

「キーワードを探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

車いす 1 台を交換するために必要なプルタブ
の重量は？

約○○○○ kg
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 3 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３年10月1日
（金）

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

主な活動報告
6月 8日 監事監査

6月 24日 選任解任委員会

11日 正副会長会議

29日 定時評議員会

14日 理事会

29日 理事会

24日 正副会長会議

7月 5日 広報委員会

今年も夏本番を迎える季節となりました。
夏休みはレジャーやお盆の帰省などお出かけ
を計画している人も多いと思われます。昨年からのコロナ感染流行が
終息しない中、本年はオリンピックの開催により人流の増大が想定さ
れます。外出を自粛して自宅で過ごす事は自由だけれど不規則になり、
冷たい飲み物の摂取や冷房した室内から外への出入で、夏風邪や夏バ
テの体調不良となりかねません。充分な休養と睡眠をとり、適度な運
動と規則正しい生活で、健康な体で夏を乗り切りたいです。
広報委員：坂本 純夫 竹蓋 均 紀伊元 隆一

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。

