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新年度を迎えて
理事長

中塚 博勝

日頃より、当法人の運営に対し格別なご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。
おかげ様で、平成２７年度事業も、去る６月７日に開催した平成２８年度第１回理事会並び
に通常総会の承認をもって無事に終了することが出来ました。
昨年度の主な事業活動でありますが、福祉文化の啓発広報事業として「生活を支える」を年
間のテーマに取り上げ「福祉講演会」を３回開催いたしました。第３回は「障害者差別解消法
の理解」と題して５０名を超す参加者を得て開催し、有意義な学びの機会とすることが出来ま
したので、今後も地域の皆様に「合理的配慮」についての理解を深める活動に取り組んで参り
たいと考えています。
また、地域の方々と障がい関係団体との交流促進事業として、多古町コミュニティプラザに
おいて「第五回香取圏域ふれあいまつり」を開催し、６００人余りの方々が参加してくださり、
地域の皆様と障がいのある人たちの交流をとおして相互理解を深める有意義な機会となりま
したことを報告させていただきます。
さて、２７年度は皆様ご存じのように、これまでの「中核地域生活支援センター事業・香取
ネットワーク」に加え、新たに「生活困窮者自立相談支援事業・エリアサポート

ライフ」、
「香

取市地域活動支援センターおみがわ（障がいのある方々の日中活動の場）」の運営管理を受託
したことで、法人の事業運営がより一層拡充された年となり、それぞれの事業も所期の目的を
果たすことが出来ましたことをご報告申し上げますと共に、これもひとえに皆様のご支援の賜
物とお礼申し上げます。
そして、迎えた２８年度はこれらの事業に対する真価が問われる一年になることを覚え、こ
れまで以上に地域の皆様や利用者一人ひとりの福祉の向上を目指して努めて参る所存であり
ます。
どうか私どもの活動に関心をお寄せいただきますと共に、厳しいご指導と温かいご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

中核地域生活支援センター大会
in ２０１６

平成２８年度第１回福祉講演会

『生活を支える』

平成２８年７月１１日（月）
１０：００～１６：００

～子どもの貧困を考える～
＜第 1 部＞基調講演

「自立を育む地域社会を考える
～子どもたち・若者たちの声、聞こえていますか～」

『子どもの貧困を考える』
1．保育の立場から

＊基調講演 10：00～12：00

2．学校教育の立場から
3．行政の相談支援の
立場から

日置

「私たちの声、届いていますか？
～生きづらさを抱えた若者たちと一緒に考えたこと～」

＊報告

＜第２部＞
＊パネルディスカッション

真世さんと若者たち

Gatanass

＊意見交換

13：00～13：30

中核地域生活支援センター実践報告
＊シンポジウム

13：30～16：00

「私たちに出来ること」
＜パネリスト＞梅澤 岳さん、高橋 克己さん、石川 豪志さん

〇日

時 平成２８年 ７月１９日（火）
１３：３０～１６：００

〇場

所 香取市小見川市民センターいぶき館
３０４研修室

〇参 加 費 無料（どなたでも参加できます）
〇問合せ先 香取ネットワーク

＜コメンテーター＞日置 真世さん ＜コーディネーター＞渋沢 茂さん

会 場：千葉市生涯学習センター ２階ホール
参加費：１,０００円
問い合わせ：中核地域生活支援センター
ひだまり
電 話：０４７０－２８－５６６７
主催 千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会
後援 千葉県

TEL ０４７８－５０－２８００

※当日参加も受け付けております。
皆様お誘い合わせの上ご参加ください。

職員紹介
６月から香取ネットワークでコーディネーターをさせ
て頂いております。皆様との繋がりを大切に、地域福祉
の向上に努めて参りますので宜しくお願い致します。
鵜澤 万千子

・病気などで働けない
・家賃を払えなくなった
・仕事が見つからない
・生活に困っている
・家族の事で悩んでいる
・社会に出るのが怖い
・将来の事が不安だ 等々… ひとりで抱えこまずにまずはご相談ください。
＊神崎町、多古町、東庄町にお住まいの方が対象となります。

行事報告（１月から５月までの実施行事等）について
１月…仕事始め（４日）
、誕生会（１２日）

２月…節分（３日）、施設見学会（２６日）

３月…桃の節句（３日）
、お楽しみ会（８日）

４月…誕生会（１２日）
、バス遠足（１４日）

５月…端午の節句（１日）
、施設見学会（２０日）
保護者会総会（２０日）
※この他にも、避難訓練、体重測定、利用者集会を毎月行いました。

豆まきをしました

施設見学会を開催しました

２月３日は節分。各地の神社などでは、力
士や芸能人が豆をまくニュースを見聞きしま
す。そんな中、支援センターでも特製の鬼を
準備し豆まきをおこないました。皆さん「鬼
は外、福は内」のかけ声とともに鬼に向かっ
て豆をまき、見事に鬼を退治することができ
ました。その後は、恵方巻ならぬ恵方ロール
ケーキを食べました。今年も多くの福が舞い
込むことを願っています。

２月と５月に利用者の保護者や家族の方
を対象にした施設見学会を実施しました。
当日は、普段の活動の様子を見てもらい、
家庭での様子とは少々違うところを見ても
らいました。また、見学しながら作業体験
もしてもらうなど、利用者の人たちの普段
の頑張りを肌で感じてもらうよい機会とな
りました。

お楽しみ会を行ないました

バス遠足に行ってきました

３月８日（火）に成田方面へお楽しみ会と
称して外出しました。空の駅しばやまでは、
真上を飛ぶ飛行機を見て楽しみました。昼食
は成田のホテルでランチバイキングを食べ
て楽しみました。他のお客さんに迷惑をかけ
ることもなく、皆さん食べたいものをお皿に
盛り付けたり、席では食べこぼしたりするこ
ともなく、また食べ過ぎることもなく、マナ

４月１４日（水）にバス遠足へ行ってき
ました。行き先は、神栖市にある「株式会
社花王鹿島工場」で、工場見学をしてきま
した。到着後は、企業紹介ビデオを見まし
た。その中で、普段身近にある商品の中で、
「これも花王の商品だったのか」と思わせ
ることが多かったです。その後は工場内の
見学を行い、製品を作るための原料を積み

ーを守って食事をとることができていまし
た。お楽しみ会というだけあって、皆さん１
日楽しく過ごすことができたようでした。帰
りの車内では、「また行きたいね」という声
も聞かれました。

下ろしする港の見学や、食器洗剤を使って
の簡単な実験にも参加しました。自分たち
が住んでいる場所の近くで、こういった場
所がある事を知ることができ、大変勉強に
なった１日でした。

職員紹介
４月より地域活動支援センターおみがわで支援員として勤務することになりました。利用者の皆さんが毎日楽
しく作業できるように、少しでもお役に立てればと思っています。よろしくお願いします。
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ご協力ありがとうございました。今後ともご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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篠塚 順一
今年度もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

第六回香取圏域ふれあいまつり
時：平成２８年１０月

日

１日（土）１０時～１６時

会 場：香取市佐原文化会館

※模擬店

15 時まで

雨天決行

平成 23 年から開催しておりますふれあいまつりは、昨年で香取圏域の一市三町を一回り
し、今年度は香取市において第六回目を迎えます。今回も皆様のご参加、ご協力をどうぞ
よろしくお願い致します。
内容：芸能発表（ダンス・楽器演奏 等） 作品展示（写真・絵画 等）
展示販売（野菜・パン・やきそば・手工芸品 等）バナナのチャリティー叩き売り

第 13 回フードドライブのお知らせ
いつも皆様から多大なるご協力をいただき感謝申し上げます。
第１3 回フードドライブは 5 月 16 日～6 月 30 日に行われます。香取圏域では香取ネットワークが回収
場所となっております。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
なお、回収には賞味期限２か月以上等ご注意いただきたい点がありますので詳細等につきましては下記へ
お問い合わせください。
フードバンクちば（TEL043-375-6804）

