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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新年のごあいさつ
香取市社会福祉協議会
会長

竹蓋

伸六

年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

あっていける地域福祉の体制が不可欠です。しかしながら過疎化

旧年中は、香取市民の皆さまには社会福祉協議会の地域福祉事

と少子高齢化の進行で高齢者世帯が増加する半面、地域のつなが

業にご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。一昨年より続

りの希薄化と担い手の不足が進んでいることは否めません。その

くコロナウイルス感染症の流行により、さまざまな行事や活動が

ような現実のなかで、市民の皆さまが、住み慣れた地域で安心し

思うようにできず、忸怩たる思いでありました。本年こそ、コロ

て暮らし続けることができるような仕組みを作っていくことが、

ナの脅威がなくなって、皆さまの健康や生活の不安が取り除かれ

社会福祉協議会の使命であると考えております。その使命を達す

た安心できる年になって欲しい、と願う次第であります。

るために、地区社会福祉協議会の皆さまをはじめとする地域福祉

じく じ

福祉においては介護、子育て、病気や障害、そして経済的に困っ

を支える人への支援、コロナ等で経済的困難を抱えた人への支援、

ている人などへのさまざまに必要な支援を、それぞれに定められ

居宅介護の事業、自立が難しい人の権利を守る事業など、地域に

た制度で対応してまいりました。しかし多くの人にとって、生活

寄り添った活動を続けて参りますので、何卒一層のご支援ご協力

していくための困りごとは、いろいろな事情が合わさったもので

を賜りますようお願い申し上げます。

もあります。そうであれば、一人ひとりのさまざまな支援の要望
に対して一体的に対応できる包括的な支援体制を作ろう、という

結びに、皆さまの今年一年のご多幸とご健康を心からお祈り申
し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

福祉の形が動き始めております。そのためには、住民同士が支え

共同募金への
ご協力ありがとう
ございました

昨年10月から12月にかけて実施した共同募金活動に、大勢の方々からたくさんの
募金が寄せられました。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の募金は、
「じぶんの町を良くするしくみ」のため
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。

令和3年度 第2回

香取市介護予防サポーター養成講座
11月の毎週月曜日、全5回の日程で香取市介護予防サポーター養成講
座を開設しました。
地域サロンの設立や介護予防に興味のある方を対象に開設している講
座で、今回12人が受講し、介護予防についての基礎知識や認知症につ
いて学びました。
次回の介護予防サポーター養成講座は、5月ごろを予定しています。
ご自身の健康づくりにも役立つ講座内容となっています。興味ある方は
ぜひご参加ください。
講座の内容
こうくう
介護予防の基礎講座、低栄養の予防、口腔機能と口腔ケア、香取もりもり
体操の実践、認知症サポーター養成講座、地域サロンの設立について等
お問い合わせ
香取市高齢者福祉課
（☎50-1208）

準備体操を余念なく

2
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フ ー ド パ ン ト リ ー

ご家庭や職場等で

余っている食品等は

食べ物の「もったいない」を
「ありがとう」へ
ありませんか？

フードパントリーとは、フードドライブなどで集まった家庭で余っている食品や、
企業・農家などから提供を受けた食品を、無料で生活困窮者などへ支援を行うことで
す。食品ロス削減へ向けた取り組みであると同時に、地域の中での支え合いの活動を
広げる取り組みです。

寄付いただきたい食品

注意いただきたい点

■穀類（麺類・小麦粉など）

❶消費期限が明記されているもの

■乾物（のり・豆など）

❸未開封であるもの

❷常温で保存が可能なもの

■保存食品（缶詰・瓶詰など）

❹破損で中身が出ていないもの

■調味料各種、食用油

❺お米は前年度産まで（玄米可）

■レトルト食品・インスタント食品

■飲料（ジュース・コーヒー・お茶など）

上記に当てはまらない食品は、支援に提供できないため

■菓子類

お引き取りできない場合があります。なお、アルコール類

■ギフトパック
（お歳暮・お中元など）

注意事項

は受け付けておりません。

未開封で消費期限が２カ月以上あるもの、お米は常識の範囲内で古くないもの等の注意事項があります。詳細については、

本所
（☎54-4410）
へお問い合わせください。

本宿地区社協

コミュニティカフェ
オープン！

本宿地区社協
（髙安隆郎会長）では、これまで一人暮らし高齢者を対象に「ふれあいタ
イム（年5回）
」や
「ふれあい旅
（年2回）
」を行ってきましたが、新型コロナウイルスの影響
で状況が変わり、高齢者を対象としているサロン活動は自粛せざるを得ませんでした。
香取市でも高齢者の孤独死、フレイル
（加齢により心身が衰えた状態）の問題が例外な
くありますが、このような地域の課題について、地区社協でも話し合い、サロン活動を
どうにか再開できないか、
その代わりに出来ることはないかを模索した結果、本宿コミュ
ニティを使用した
「コミュニティカフェ」
をオープンすることになりました。
初回の10月4日は約20人が訪れ、コーヒーやお茶を飲みながらおしゃべりに花を咲
かせていました。本宿地区社協は
「いつまでも元気に！」を目指しています。
開催日時＝月2回
（第1・第3月曜日） 午前10時～午後３時
場
所＝本宿コミュニティ
対
象＝本宿地区在住の高齢者
（概ね65歳以上）
内
容＝茶菓の提供
（茶菓代100円。コーヒー、紅茶、日本茶はおかわり自由）、
軽い運動、脳トレ、おしゃべり、読書など

板が
この看
目印！

善意の輪
（北川毅代表）様から
車イス２台が寄贈されました。

寛園会
（大河寛園代表）様から
寄付をいただきました。

永 井 建 設 株 式 会 社（ 永 井 宏 治
社 長 ）様 か ら 今 年 も タ オ ル
３００枚などが寄贈されまし
た。市内の
社会福祉施
設等に配付
しました。

ご厚情に心より
感謝いたします
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PICK
UP!

【栗源地区】

愛の晩ごはん
栗源の配食サービスは、ボランティアグループ愛の晩ごはん
（齋藤道雄会長）
の皆さまに支えられています。
道の駅くりもと、美人の湯カーニバルヒルズ、キッチン啓花で
作られた愛情いっぱいのおいしい出来たての夕食を月2回、見守
り・声掛けを兼ねて自宅まで届けています。
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【山田地区】

カラ～ン！ 入った～！？ ホールインワン!!
11月5日、心地よい陽ざしを感じる青空のもと、八都地区社協
(能登山衆治会長)高齢者グランドゴルフ大会が、山田中央運動広
場で開催されました。昨年はコロナウイルス感染症の影響で中止
になりましたが、今年は高齢者の皆さんの気力・体力向上と親睦
を目的に、感染症に十分留意しながら行われました。参加された
皆さんからは、
「 近所でもなかなか会う機会がないので、みんな
と会えてうれしい。大会を開いてもらってありがたい」との声が。
また、広い野球場からは、ホールインワンを知らせる「カラ～ン」
の音があちらこちらから聞こえてきました。テラス・サンサンへ
移動しての表彰式は、
入賞者の表彰に加え
お楽しみの賞もあり、
笑顔いっぱいの交流
会になりました。

スコア表を確認中。皆さん暗算が早い！！

愛情いっぱいの弁当をお届けします

【佐原地区】

ポスト目がけてナイスショット！！

親子サロン
「ぐらんま」OPEN ！！
佐原に親子でふらっと立ち寄れる遊び場がオープンしました。
主に幼児～小学校低学年のお子さんを対象に作られており、お友
達の家の庭に遊びに行く感覚で利用できます。木曜日の午前中は、
子育ての経験豊富なスタッフさんが常駐しており、いろいろと相
談にも乗ってくれます。雨天時と日曜および第2・第4・第5土曜
日を除いて、午前10時～午後4時ごろまで開放されているお庭で
す。イムス佐原リハビリテーション病院利用者のリハビリを兼ね
たお散歩途中での、休憩場所としても利用可能です。パンダの遊
具が目印。気軽に立ち寄ってみてはいかがですか。

ドラッグ
ストア

お庭のパンダが
目印です

声にやさしさをのせて♪
みな も

小見川朗読奉仕グループ「水面の会（立川洋子代表）」は、視覚に
障害をお持ちの方へ、毎月、声のテープを作って送っています。
香取市広報、社協広報ふれあいを丁寧に読み上げ、それをカセッ
トテープに録音しています。マイクの前では、ゆっくり丁寧に活
舌よく読み上げ、聞いている方が分かりやすいように工夫してい
ます。デジタル化が進んだこの時代においても、地道な作業を繰
り返し、カセットテープに吹き込まれた温かい想いはひとしお。
声とともに、明日への活力となって、元気を与えてくれています。
声のテープの希望者募集中です。お申し込みは香取市社協の小見
川支所
（☎83-7071）
へご連絡ください。

土手

中学校

イムス
佐原

消防署

市役所

356

十間川

案内図

【小見川地区】

神田歯科
なるべく徒歩でお越しください
（駐車スペースは4台です）

お庭を開放中。皆さまご利用ください

温かい想いを届けます
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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………………… 33,600
津宮地区社協……………… 376,800
新浜…………………………… 21,600
仲町…………………………… 15,200
富田………………………… 196,800
上小堀……………………… 184,000

64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

一般寄付
大河流寛園会……………… 100,000
栗林商事…………………… 100,000
匿名…………………………… 41,368
實川満………………………… 40,000
オミガワ上野フラグループ金曜・日曜
クラス………………………… 30,000
匿名…………………………… 25,000
鳥光商店……………………… 12,413

匿名…………………………… 10,000
荒井功………………………… 10,000
きくの会……………………… 10,000
本宮曻………………………… 9,000
香取市高齢者クラブ連合会山田支部
スポーツ交流会……………… 8,800
齋藤のぶ……………………… 1,499
あやめ薬局……………………… 922
新島中学校…………………………… 2

物品寄付（件）
古切手………………………………… 2
ボトルキャップ…………………… 73
プルタブ・アルミ缶……………… 20
その他………………………………… 6

子供リサイクル用品のご案内
香取市社会福祉大会
2月22日
（火）
、午後1時30分から佐原中
央公民館にて、第16回香取市社会福祉大会
を開催します。なお今大会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、大会規
模を縮小し、顕彰式のみを実施します。
例年、多くの関係者の皆さまにご参加い
ただいている大会ですが、参加者は被表彰
者のみとさせていただきますので、ご理解
いただきますようお願いします。

10月

7日 第1回歳末たすけあい募金
配分委員会

12月

2日 理事会
9日 広報委員会
13日 第2回歳末たすけあい募金
配分委員会
13日 定時評議員会

（敬称略）

11月 10日 正副会長会議

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11月末日で終了予定で
したが、令和４年３月末まで延長します。
お問い合わせ＝本所
（☎54-4410）

表彰

主な活動報告

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

千葉県社会福祉協議会会長表彰
社会福祉施設職員功労
白鳥
武﨑
田邉
渡邊

明代 （風の郷 厚生園）
則子 （東総あやめ苑）
明 （東総あやめ苑）
真介 （東総あやめ苑）
新一 (新島)
はつ子(瑞穂)

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

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

「キーワードを探せ！」

プレゼント付

企業・農家・個人から寄付された食品を、生活困窮者など
へ無料で提供する支援活動とは？
ヒント／答えは紙面の中にあります

フード〇〇〇〇〇

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4年1月15日
（土）(当日消印有効)

次回発行予定日 ● 令和4年5月1日
（日）

広告募集！

広告の１枠は
このサイズです

あけましておめでとうございます
多目的ホール

広告

レヴェランス

お問い合わせ ☎ 0478-52-2614

（佐原本川岸・原田）

ボーイスカウト体験集会（年長〜小学 4 年生）

いっしょに遊ぼう！

お問い合わせ 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

37
ふれあいクイズ●

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。

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 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）

民生委員・児童委員功労
鎌形
伊藤

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、ベビーカー、衣類
その他
お問い合わせ＝山田支所
（☎78-1056）

お問い合わせ ☎090-8011-9370（担当：榎元）

あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルス感染症による
行動自粛をするようになって 3 年目を迎えました。国内
の感染者は一時期に比べ劇的に減少していますが、南アフ
リカから検出された懸念すべき変異株「オミクロン株」が
発見されており、まだまだ感染者が減少したからといって、
安心できる状況ではないようです。
短時間で大勢の人の移動が可能になった現代では、海外
からの流入を完全に止める事は困難と思われます。今まで
通り一人一人の感染症対策、マスクの着用・手指消毒・換
気・ソーシャルディスタンスを守って、日々の福祉活動を
頑張っていきたいと思います。

編 集 後 記

広報委員：坂本 純夫
紀伊元 隆一

竹蓋
均
根本 武彦

「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。

