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香取市社会福祉大会開催

2 月 22 日、「第 16 回香取市社会福祉大会」
を開催しました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小
して佐原中央公民館で各部門の代表者のみの出席での開催となりま
した。竹蓋会長による主催者挨拶の後、表彰状や感謝状が授与され
ました。また、来賓あいさつでは香取市長宇井成一様よりご祝辞を
いただきました。表彰を受けられた皆さま、この度は誠におめでと
うございます。
受賞された各部門の代表の方々

香取市社会福祉大会顕彰者
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…該当なし
２ 優良地区社会福祉協議会…該当なし
３ 多額の寄付（個人 10 万円以上・団体 20 万円以上）…（6 団体、7 人）
香取市高齢者クラブ連合会佐原支部、栗林商事株式会社、ちば
醤油株式会社、株式会社千葉銀行小見川支店、永井建設株式会社、
大河寛園、大竹五雄、大照洋子、小倉優、島田和子、多田しのぶ、
鴇﨑昭一、古林幸枝
４ 特別功労…（2 人）
菅谷長藏、小川剛

会長からの表彰状授与

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

「令和3年度 募金実績報告書」
【赤い羽根共同募金収入内訳】
別

募 金 額

戸 別 募 金

6,672,804円

職 域 募 金

1,690円

学 校 募 金
そ の 他
合

計

246,501円
72,325円

6,993,320円

（五十音順・敬称略）

１ 民
 生委員児童委員功労…（21 人）
岩立仁、東陽一、岡野千太郎、根本博、佐伯日出夫、香取寛、
久保木好克、多田政義、香取和典、高畠智子、青柳英男、佐谷
喜久雄、平山昭夫、山村博男、山本健一、飯田和夫、堀越克己、
小倉正俊、西尾文世、山形陽子、川上みちよ
２ 地区社会福祉協議会活動功労…（13 人）
平澤裕子、福田純子、久保木政幸、大﨑きよ、尾形満勇、平野光子、
平山正代、成毛美代子、鴇﨑清治、藤崎眞、見上公子、杉﨑優子、
玉造清子
３ ボランティア活動功労…（2 団体、4 人）
ほのぼの会、ボランティア集団山人、飯塚和代、木谷いく子、
黒土美沙子、小林正子
４ 多額の寄附（個人 5 万円以上・団体 10 万円以上）…（1 団体、1 人）
株式会社千葉銀行佐原支店、實川満

ご協力ありがとうございました

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～ 31日）
」
を実施しました。
毎年、市民の皆さま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6,993,320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4,732,074円集まり、皆さまからいただいた善意は昨
年末に右記の事業に活用させていただきました。

種

会長感謝の部

【歳末たすけあい募金収入内訳】
種

別

募 金 額

戸 別 募 金

4,572,047円

法 人 募 金

160,000円

そ の 他
合

計

0円
4,732,047円

【歳末たすけあい募金支出内訳】
■生活困窮者に見舞金を配付（2,290,000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458件(1件5,000円)に見舞金を配付しました。
■社会福祉施設助成金
（530,000円）…市内の高齢者・障害者・児童
福祉施設へ年末事業を対象に助成しました。
（14施設へ助成・事業
規模
（参加人数等）
により１施設50,000円まで）
■新 生児紙オムツ代助成事業
（765,000円）…市内在住で令和２年
11月1日～令和３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153件・1件5,000円）
■地域福祉活動事業助成金
（554,570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
（147,500円）…ボランティア連絡協
議会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。
（15団体へ助成・1団体10,000円まで）
■募金等経費
（279,786円）
【支出合計】4,566,856円
（収入支出差引残金は次年度に繰り越し
ます）
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令和4年度
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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！
社会福祉事業

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

 地域福祉活動計画は、行政計画である香取市地域福祉計画と連動

●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

及び当事者団体との連携及び協力、自主財源の確保のための新規事

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、
基盤強化計画については自主財源の確保を第一に、また香取市や千
葉県社会福祉協議会等からの財政的支援を得られる活動を行える計
画としています。

●広報啓発活動
（広報紙の発行、ホームページの管理運営、SNSの運用、
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
（一般配分事業・歳末配分事業の実施、配分方法
の見直しと検討）

２ 生活支援体制整備事業の推進

 本年度は地域全体の課題に取り組みつつ、個別課題に対応できる
取り組みを進めていきます。そのため、地域の方々と協力し、あら
ゆる社会資源の力を借りながら、軽易な困り事のサポートを行う

サービス等の生活支援サービスの創設や集いの場の開設等、その地
域に合った取り組みが推進できるよう支援していきます。
３

業と資産運用の研究）

●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・

権利擁護事業の充実

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

（１）日常生活自立支援事業

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

 近年、若年層やいわゆる障害ボーダーの方の利用者が増えている

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」

ため、香取障害者支援センターや香取CCC等の関係機関と連携し、

サービスの運営、心配ごと相談、介護に関する相談、その他の福祉

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

 本年度も、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、また日常生活自立支援事業との連携

全般に係る相談等、かとりフードパントリー
（食料支援）
の実施）

●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

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

◦日常生活自立支援事業

展開していきます。
４

◦コロナ特例
（総合支援資金、緊急小口資金）
への対応と債権管理

◦市高齢者クラブ連合会、各支部、地区高齢者クラブ連合会事務局

生活困窮者への支援

業務

 特例コロナ貸付制度開始当初の借受人は、本年度より償還期間

◦その他の受託事業の実施

が始まることとなりますが、コロナ前の生活状況まで戻っていない

◦重層的支援体制整備事業受託に向けた検討

方々にも返済を求めていくことになります。今後はそのような方々
からの相談の増加が予想されることから、より丁寧な対応と香取自

立相談支援センター
（かとりサポートセンター）
、香取CCC等の相談
機関および香取市と緊密な連携を図りながら、引き続き支援を行っ

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、ICT活用）

ていきます。
5

介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所の運営と見直し

 法人の経営基盤となる介護保険および障害福祉サービス事業所の

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

安定的な事業所運営に取り組みます。しかし、実際には法人の経営

あい募金の実施）

を圧迫している事業もあることから、収支の均衡がとれない事業に
ついては事業毎に課題の解決に向け、取り組んでいきます。

令和４年度

収支予算書
（法人全体）

前期末支払資金残高
1,273万6千円
4.5％

会費収入
1,512万3千円 寄付金収入
141万4千円
5.4％
0.5%
経常経費補助金収入
3,315万2千円
11.8% 助成金収入

（自）令和 4 年 4 月 1 日〜
（至）令和 5 年 3 月 31 日

その他の
活動による収入
6,646万円
その他の収入
23.8%
28万5千円
0.1%

受取利息配当金収入
55万8千円
0.2%
障害福祉サービス等
事業収入
230万9千円
0.8%

収入

2億7,979
万円

介護保険事業収入
9,935万4千円
35.5%

負担金支出
30万9千円 その他の
0.1％ 活動による支出
助成金支出
5,040万1千円
1,579万5千円
18.0％
5.7％

13万9千円
0.1％
貸付事業支出
受託金収入
96万円
4,342万8千円
0.3％
15.5%
貸付事業収入
事務費支出
48万円
1,059万6千円
0.2%
3.8％
事業収入
435万2千円
1.6％

予備費支出
30万円 0.1％

支出

2億7,979
万円

事業費支出
7,588万2千円
27.1％

人件費支出
1億2,554万7千円
44.9％

社協かとり通信

令和4年5月1日

PICK
UP!

と
ご
き
で
の
まち

【栗源地区】

栗源地区社協からの贈り物
栗源地区社会福祉協議会
（堀越克己会長）は新型コロナウイルス
感染症拡大防止により、毎年開催していた
「みんなで食べよう！芋
煮会」を2年間中止にして
いることから役員で相談
した結果、自治会長を通
じてボックスティッシュ
を地区内の全世帯に配布
しました。ひとり暮らし
高齢者や高齢者世帯への
見守りにもつながり、た
いへん喜ばれました。

65号

3

原点に立ち返って！！
3月24日、香取市ボランティア連絡協議会
（額賀勉会長）におい
て、およそ2年半ぶりの研修会を行いました。コロナ禍にて、なか
なか思うように活動ができない状況ですが、ボランティア活動の
原点に立ち返り、高齢者等へどう関わるべきかを学ぶため、
「地域
における支援活動」
と題して開催しました。講師に日本赤十字社千
葉県支部の林三和子さんをお迎えし、20人のボランティアの皆さ
んにご参加いただきました。感染症予防として当たり前になって
いる
「手洗い・手指消毒」
でも、しっかり泡立てた石けんで洗うこと、
手にためた消毒液に指先からつけて消毒していく方法など、一人
一人が体験。その後、背中をさすって行うリラクゼーション法や、
車いすで段差を乗り越える方法など、さまざまな場面で使える技
を２人一組で交互に実践しながら学びました。コロナの影響を受
ける前と全く同じようにとはいかなくても、
「まだやれること」
「対
面で行うからこそ伝わること」があり
ます。人と人とをつなぐ地域コミュニ
ティーづくりの一助となる、貴重なひ
とときとなりました。

笑顔で届けます

熱心に講義を聞く
参加者

お弁当に優しさをのせて

車いすで段差を乗り越え
よう！

【小見川地区】

小見川北地区婦人ボランティア
（笹原幸江代表）
では、月1回、ひ
とり暮らし高齢者の方々へ、おいしいお弁当をお届けしていま
す。コロナの影響を受ける前は、一つ一つ丁寧に調理・盛り付け
して、温かいうちに手分けをしてお届けしていました。現在は、
お弁当屋さんに調理をお任せしていますが、温かさはそのまま
に、毎月配食サービスを続けています。
「こんにちは」
の声とともに、
待っていてくれた方の笑顔がお出迎え。お弁当を受け取りなが
ら、最近の様子について
情報交換。さりげない一
言一言に思いやりが溢れ
ていました。安否確認に
もつながる配食サービス。
お弁当とともに、優しい
気持ちも乗せて届けられ
ています。

【佐原地区】

初級手話講習会
1月11日～ 3月にかけて、佐原中央公民館にて初級手話講習会
（全10回）を開催しました。参加者20人が集まり、講師として香
取郡市ろうあ協会の佐藤建先生、ボランティアとして手話サーク
ル
「千の風」
の皆さんにより、丁寧に分かりやすく指導していただ
きました。参加者からは
「とても楽しく学べた」
「もっと勉強した
い！」
と感想をいただきました。

笑顔の魔法でおいしさ倍増

【山田地区】

春うらら

満開の桜の下で

月2回、長岡青年館でもり
もり体操を中心としたサロン
活動をしている「長岡にこに
こクラブ」。4月6日は、青年
館から送迎バスに乗り、会場
をテラス・サンサンに移して
の開催です。体操の後は久し
ぶりに訪れた橘ふれあい公園
を散歩しながら思い出話に花
が咲きました。今日は送迎バ
スに乗ってちょっとお出かけ
気分‼「桜も満開で気持ちの
いい青空。ほんとに今日はい
い日だね‼」と皆さんがニコ
ニコ笑顔で話してくれました。

楽しんで学べた講習会

千葉県ボランティア連絡協議会

満開の桜の下での楽しいひと時

表彰

3月29日、ホテルポートプラザちばにて、千葉県ボランティ
ア連絡協議会創立40周年記念式典が開催されました。長きに
わたり千葉県ボランティア連絡協議
会へ貢献いただいた方々に表彰状が
贈られました。本市からは香取市ボ
ランティア連絡協議会会長の額賀勉
さん
（中央左）
が受賞されました。同
氏は平成24年から8年間、千葉県
ボランティア連絡協議会会長を務め
られる等、多大なる功績を残されま
した。
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令和4年5月1日

会費納入・寄付者紹介
（敬称略・順不同）

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

北梨園／
（有）
北総／
（有）
伸栄建設／片野

一般会費
新宿地区社協……………… 17,600 円

法人会費
【10,000円】
…
（有）
木内自動車／道の駅

くりもと紅小町の郷 【5,000円】
…
（有）

浅間台牧場／
（有）タクミ産業 【4,000
円】
…
（株）
斎田運送 【3,000円】
…
（有）
日

下設備工業／
（株）
エヌ・ビー・ケイ／
（有）
林建材／
（合）
岩井製菓所 【2,000円】
…

（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／
（有）
栗源運輸／
（有）
大和企画
／
（有）
カイシン／
（有）
北総ファーム／荒

建設
（株）
／
（株）
緑環境／
（株）
澤泉

一般寄付

65号
人見三郎…………………… 10,000 円

香取市教育委員会生涯学習課

荒井功……………………… 10,000 円

新島中学校………………………… 36 円

生涯学習２班………………… 1,280 円

ドコモショップ佐原店……… 10,000 円
香取市高齢者クラブ後期研修会

3
5
6物品寄付

山田支部……………………… 9,800 円
匿名…………………………… 5,833 円

古切手……………………………… 4 件

白百合幼稚園………………… 5,000 円

プルタブ・アルミ缶…………… 17 件

飯嶋明………………………… 5,094 円

香取市高齢者クラブ連合会佐原支部

…………………………… 157,537 円
小見川民謡民舞愛好会…… 145,032 円
匿名……………………… 100,000 円

古林まさ子……………………… 2,000 円

50,000 円

日蓮宗千葉県東部宗務所…

50,000 円

その他……………………………… 7 件

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・法人の皆さま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。

匿名………………………… 50,000 円
銚子商工信用組合信友会…

ボトルキャップ………………… 86 件

匿名………………………… 50,000 円
（株）
ナリコー… …………… 33,000 円
もみじ会…………………… 30,703 円
オミガワ上野フラグループ

金曜・日曜クラス………… 30,000 円
實川満……………………… 20,000 円
本宮曻……………………… 16,000 円
匿名………………………… 15,000 円
佐原めぐみこども園……… 15,000 円
匿名………………………… 14,500 円

（株）
セイミヤ牧野店募金箱… 10,053 円

主な活動報告
日常生活用具貸出事業

1月22日 理事会

社協バスの運行終了について

一時的に車いす等の介護用品が必要に
なった方で、介護保険が利用できない人に
それらを有料でお貸ししています。貸出期
間は原則６か月を限度（更新可）とし、車
いすの利用料は月額200円です。
数に限りがありますので、本所・
支所にお問い合わせください。

運行開始以来、約10年間、市民の皆さ
まに親しまれてきた社協バスですが、新型
コロナウイルス感染拡大の影響による利用
者数の大幅な減少と、バス本体の老朽化も
著しくなってきたことから、8月末をもっ
て運行を終了することとなりました。長ら
くのご利用、誠にありがとうございました。

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
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ふれあいクイズ●

プレゼント付

佐原本部事務所☎54-7710

3月 4日 第3回歳末たすけあい募金配分委員会
23日 正副会長会議
24日 香取市ボランティア連絡協議会研修会
28日 理事会
28日 評議員会
4月11日 広報委員会

多目的ホールレヴェランス
愛らしく…
心身共に健やかに

llet
Ba

小見川支所☎80-1551

3 歳児より
入学随時

車いすの寄贈

ヒント／答えは紙面の中にあります

第16回香取市社会福祉大会が開催された会場は？

○○○○○○○

東大戸地区社会
福祉協議会
（吉田
三郎会長）より車
イス3台が寄贈さ
れました。

マッサージチェアの寄贈

郵便はがきに○に当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 4 年 5 月 15 日（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

広告

佐原本川岸（原田）0478-52-2614

ありがとうございました

「キーワード
を探せ！」

次回発行予定日 ● 令和4年8月1日
（月）

2月22日 第16回香取市社会福祉大会

小見川地区福祉団体
連絡協議会
（小川剛代
表）
より、社会福祉セン
タ ー さ く ら 館 あ て に、
マッサージチェア1台
が寄贈されました。コロナ禍前までは毎
年開催されていた、小見川地区チャリ
ティーバザーによる収益から購入いただ
いたものです。

高橋バレエ学園
髙橋富美子

l

oo
Sch

無料体験実施中

佐原教室

火・土曜日

〒314-0146 神栖市平泉 302-6
TEL・FAX 0299-93-1898
Mailto:info-mail@takahashi-ballet.com
Http:www.takahashi-ballet.com/

編 集 後 記
ロシアによるウクライナへの侵攻と
世界の新型コロナウィルス感染者の増
大が、連日リアルタイムで報道されて
います。現在、世界の人々との交流は、
地球村の住人という感覚で同じ空間を
共有し生活しています。経済活動も、
国々が複雑に絡み合い国境を越えて結
ばれています。国際化は、益々推進さ
れていくことでしょう。光が強いほど、
影は濃くなると言いますが、この様に
心が痛む事態は、国際化・科学化され
た社会における警鐘でしょうか。困難
な事態に立ち向かい克服してきた人類
の叡智に、希望を託したいと思います。
広報委員：坂本 純夫
竹蓋
均
紀伊元 隆一 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。

