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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社協かとり通信

令和3年10月1日

募金にご 協力を

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います。

赤い羽根共同募金
10月1日から全国一斉に実施され、各自治会を通じ各世帯
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。
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パラリンピック採火式

「香取市の火」
が灯されました

8月18日、香取市役所駐車場に
てパラリンピック採火式が開催さ
れました。
県内各市町村がそれぞれ独自の
方法で
「市町村の火」
を起こす採火
式。香取市では、香取市手をつな
ぐ親の会
（加瀬晃司会長）の皆さん
が2チームに分かれ、同時にマイ
ギリ式で種火を起こし、採火台に
火を灯しました。
灯された火は
「香取市の火」とし
てランタンに移され、宇井市長
により集火式会場
（市原スポレク
パーク）
へ届けられました。

懸命な火起こし

☆採火式の様子およびランタンなど、小見川社会福祉センター
（さくら館）にて展示中です（10月31日まで）。

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1日から始まります。毎年、
皆さまからお寄せいただいた善意の募金は、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。

宇井市長の前で「香取市の火」が採火される

地域サロン立ち上げのお手伝いをします！
自宅から歩いて行けるような近所の集会
所などを会場に、いつでも、誰でも、気兼
ねなく参加できる通いの場が
「地域サロン」
です。
地域住民同士がつながる場所でもあり、
介護予防・認知症予防、そして、楽しみ・
生きがいづくりにもなるため、本会では地
域サロンの立ち上げを推進しています。
また、地域サロンを運営し、介護予防の
普及啓発に協力する応援者を養成する
「介護
予防サポーター養成講座」
も開設しています。
ご自身の健康づくりにも役立つ講座です。
地域サロンの立ち上げや介護予防サポー
ターに興味のある方はご協力させていただ
きますので、お気軽にご相談ください。

介護予防サポーター養成講座

介護予防サポーター
養成講座の予定

地域サロン（入会地YGM99）の様子

日程＝11月1日
（月）
、8日
（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）
会場＝シニア健康プラザ
（佐原ロ）
時間＝午後1時30分～ 3時30分
申込み＝香取市役所高齢者福祉課（☎50-1208）

香取市福祉避難所開設

香取市社協では昨年度より市からの受託事業で福祉避難所の開
設を行っています。
福祉避難所は一般の避難所での共同生活が困難な方を受け入れ
る二次的な避難所で、市から要請があった方
（主に要介護高齢者、
障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において介助
を必要とする方）
を対象にしています。
8月15日には、市内の土砂災害警戒区域に対してレベル４避難
指示が発令されたため、NEXTかとり協力のもと要介護高齢者を
受け入れました。

簡易式の段ボールベッド

発電機

社協かとり通信

令和3年10月1日

PICK
UP!

と
ご
き
で
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まち

【小見川地区】

頭も体も元気に体操♪
７月20日、小見川社会福祉センターさくら館で、小見川中央地
区社会福祉協議会
（根本武彦会長）
主催の
「ひとり暮らし高齢者の集
い」
が1年半ぶりに開催されました。感染症対策として募集人員を
減らし、参加者10人、会食なしで実施しました。
前半は、NEXTかとり代表多田賢五さんの指導により、
「香取も
りもり体操」
を行いました。椅子に座って唱歌を歌いながら、手足
を動かす運動をしました。なかには、右手と左手で異なる動作を
するという難しい運動もありました。後半は
「ビンゴゲーム」を行
い、進行係の河野節子さんの軽妙な語り口で、和やかに進められ
ました。
参加された皆さんは、久しぶりに集いの雰囲気を味わい、楽し
んでくださいました。
小見川中央地区社会福祉協議会 福島 清
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第17回房総（香取地区）地域福祉実践研究セミナー
8月29日、第17回房総
（香取地区）
地域福祉実践研究セミナーが
開催されました。
このセミナーは地域や住民同士がつながりを絶やさない地域福
祉実践を考えることを目的にしており、今回は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、県社協、香取地域の各市町などをオンラ
インで繋いでの開催となりました。
基調講演では公益財団法人テクノエイド協会理事長などを務め
ている大橋謙策先生より
「みんなが主役・みんながつながる地域福
祉の推進と包括的・重層的支援体制づくり」
と題した講演をいただ
きました。また、実践報告では本会職員より
「これからの香取市の
生活支援体制整備事業活動について」
の報告があり、セミナー参加
者は地域福祉の推進と包括的、重層的支援体制づくりについての
理解を深めました。

講師の大橋先生はリモートでの出演

セミナーを告知するチラシ

【栗源地区】
ビンゴゲームを楽しむ皆さん

【山田地区】
やま

と

ボランティア集団山人の自然体験
ボランティア集団山人（野平和男代表）は里山の環境を整備し、
活用することを目的に平成16年に発足されました。会員は約
130人。
「 やまとの森」の下刈り、除伐、間伐や、月1回の植物観
察会を主な活動としています。また、市の環境安全課主催の自然
観察会、八都小学区まちづくり協議会の森林浴ウォークへの協力
など、子供たちが自然に触れ、野外活動を楽しむ機会を提供して
います。
8月21日には、やまとの森で
「自然体験」
、8月29日は橘ふれあ
い公園で「生きもの観察＆あそび体験」
が共に山田児童館主催で開
催されました。自然と触れる良い機会となり、子供たちからも大
変喜ばれています。

ねむの木会
「香取もりもり体操」
7月29日、栗源市民センターさつき館で、ボランティアねむの木
会
（林和子会長）
が会員を対象に
「香取もりもり体操」
を行いました。
ねむの木会はひとり暮らし高齢者を対象に給食サービスを行っ
ていますが、新型コロナウイルスの影響で活動を自粛しているた
め、現在は高齢者のお宅を訪問して贈り物を届ける「励まし訪問」
や、香取もりもり体操を実施しています。
この日は、NEXTかとり代表の多田賢五さんを講師にお招きし、
約2時間、香取もりもり体操や脳トレを行い会員同士の交流を深
めました。
両手をひろげて

やまとの森での
自然体験

橘ふれあい公園での生きもの観察＆
あそび体験

握った手を重ねて
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社協かとり通信

令和3年10月1日

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。※7月1日〜 8月31日

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

一般会費
香取地区社協……………… 866,400
香西地区社協……………… 679,200
東大戸地区社協…………… 606,400
大倉地区社協……………… 386,400
瑞穂地区社協……………… 619,200
新宿地区社協…………… 1,277,920
本宿地区社協……………… 813,600
東大根塚……………………… 84,800
大根塚………………………… 70,000
新町東部……………………… 20,000
上新町………………………… 21,600
南八軒町…………………… 246,400
田町………………………………6,400
新田…………………………… 35,200
川端…………………………… 11,200
本町…………………………… 13,600
小路…………………………… 27,200
南下宿………………………… 14,400
北下宿………………………… 15,200
新開町……………………… 136,000
内浜…………………………… 32,000
外浜…………………………… 25,600
八日市場…………………… 134,800
栄町………………………… 147,200
北小川……………………… 123,200

南小川………………………… 36,000
南原地新田…………………… 45,000
羽根川………………………… 40,000
入会地……………………… 120,000
東・西住金団地…………… 341,600
一ノ分目…………………… 152,000
一ノ分目新田………………… 56,000
三ノ分目…………………… 200,000
下小堀……………………… 144,000
分郷………………………… 101,600
増田…………………………… 24,000
水郷団地……………………… 61,600
織幡………………………… 103,200
油田………………………… 116,800
東谷………………………… 101,600
八本…………………………… 34,400
白井…………………………… 40,800
山川…………………………… 51,200
虫幡・虫幡平石分………… 151,200
木内…………………………… 53,600
新福寺………………………… 40,000
下飯田……………………… 114,400
岡飯田………………………… 43,200
布野…………………………… 14,400
川頭…………………………… 17,600

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
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8月末日をもって終了する
こととなっていましたが、11月末日まで受
付を延長しています。
お問い合わせ＝本所・各支所

63号
北原地新田……………………
県営住宅………………………
五郷内…………………………
和泉……………………………
貝塚……………………………
阿玉台…………………………
久保……………………………

法人会費
富士デベロプメント（株）
………2,000
（有）丸平木材……………………2,000
かとり農業協同組合……………2,000
（有）小堀設備工業………………2,000
（株）岩立鉄工所…………………2,000
（株）林……………………………2,000
（農）大権農場……………………2,000
（株）千葉カネイ食品……………2,000
金井工業（株）
……………………2,000
（株）高岡商会……………………2,000
（有）岩立工業……………………2,000
（株）岩立水道建設………………2,000
（株）菅谷工務店…………………2,000
（有）昭和自工……………………2,000
前建総業（株）
……………………2,000
（株）喜多見呉服店………………2,000
医療法人社団 惠慈会…………2,000
加瀬モータース…………………2,000
前田建設（株）
……………………2,000
菅谷建設（株）
……………………2,000
銚子信用金庫山田支店…………2,000
（株）遠藤組………………………2,000

問い合わせ

一般寄付
匿名…………………………… 10,000
本宮曻……………………………6,000
水郷団地８班……………………1,020
匿名……………………………… 864
匿名……………………………… 435
5
3
4物品寄付（件）
古切手………………………………… 1
ボトルキャップ…………………… 32
プルタブ・アルミ缶………………… 9
その他………………………………… 3

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（月）～ 30日（火）
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）

広告

「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

「キーワードを探せ！」

36
ふれあいクイズ●

プレゼント付

香取地区社協……………… 100,000
香西地区社協………………… 50,000
大倉地区社協………………… 21,000
津宮地区社協………………… 43,000

対象＝市内在住で、令和2年11月1日～令
和3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
（見込み）
申込み＝11月1日
（月）～ 30日
（火）
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）

入会説明会を次のとおり開催しています

香取市シルバー人材センター

賛助会費

生活困窮者（母子・父子家庭世帯）見舞金

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。

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

（有）
川口建設……………………2,000
（有）
木内重機……………………2,000
（株）
石毛ハウジング……………2,000
長嶋運送
（株）……………………2,000
（株）
ナガシマ化学工業…………2,000
（資）
高木英次商店………………2,000
木内土木
（株）……………………2,000
（有）
ミニミニストアー林………2,000
（福）
九十九里ホーム……………2,000
（株）
越川植樹園…………………2,000
（株）
ニッサク……………………2,000
NPO法人コスモスの花… ………2,000

新生児紙オムツ代の助成金

生涯現役 シルバー人材センター 会員募集中
元気な仲間がいろいろな仕事をしています

13,600
20,000
72,000
24,800
64,000
44,000
25,600

パラリンピック採火式で種火を起こした方式は？
ヒント／答えは紙面の中にあります

〇〇〇〇式
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 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3年10月15日
（金）(当日消印有効)

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）

「ふれあい第 63 号」をお読みいた
だき、ありがとうございます。
今年の夏もコロナ禍で社会全体に大きな影響をもたらし、
あらゆる活動が制限を受ける非常事態が続いていますが、
高齢者とのふれあいや、子どもの見守り、環境美化活動を
していると
「ありがとう！おつかれさま！」
と励まされます。
今できる一歩を踏み出そう。そこに出会いが生まれるか
もしれない。絆を深めるきっかけとなるかもしれない。
コロナの感染状況は、依然として予断を許さない状況です。
体調管理には充分ご注意の上、お過ごしください。

編 集 後 記

広報委員：坂本 純夫
紀伊元 隆一

竹蓋
均
根本 武彦

次回発行予定日 ● 令和4年1月1日
（土・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。

