
令和４年１月号
　新型コロナウィルス感染対策のもと1年ぶりに新子田区ふれあい
いきいきサロンを開催し、久しぶりに笑顔と元気の陽が公民館に
差しました。今年は地域の方々と食事を楽しんだりと制限なく活
動が出来る年になりますように・・・
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ぴーぷる
～市内にサロンの輪が広がりますように～

ふれあいいきいきサロン 再開！！

佐久市社会福祉協議会
イメージキャラクター
さーくちゃん



年 頭 の ご 挨 拶

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　皆様には、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　旧年中は、社協会費、共同募金をはじめとする地域福祉活動、及び在宅サ

ービス事業に対しまして、温かいご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げま

す。

　一昨年からの、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は留まることを

知らず、国内でも新しい生活様式により感染拡大防止を図りながらの制約さ

れた日常生活が励行され、地域住民同士のつながりも希薄化しています。ま

た、長引くコロナ禍による経済活動の低迷により、個人収入が減少し生活に

困窮する人が相次ぐなど、市民の抱える課題も深刻化しています。新型コロ

ナウイルスは新たな変異株が確認され、まだまだ予断を許さない状況であり

ますので、一人ひとりが油断することなく、マスク着用、手洗い、三密回避

といった基本を徹底し、感染予防に努め、一日も早く感染症が終息すること

を願うものであります。

　さて、本会では「人と人とがつながり　支え合う地域づくり」を基本理念

とし、地域福祉を推進する中核的な団体として、「誰もが安心して暮らすこ

とができる福祉のまちづくり」を推進していくことを使命とし、行政並びに

区長会、民生児童委員協議会、シニアクラブ連合会、福祉関係機関や団体の

方々等のご協力を得て、幅広い事業に取り組んでおります。

　コロナ禍でもできること、コロナ禍だからやるべきことを見定めて、更な

る地域福祉の充実と発展のため、円滑な社協運営と、市民の皆様のご理解を

いただけるよう、わかりやすい事業活動等に努めてまいりますので、より一

層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　本年が、市民の皆様にとりまして、希望に満ちた素晴らしい一年となりま

すようご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

佐久市社会福祉協議会

　　会 長　小　林　光　男
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社 協 会 費 結 果 日赤活動資金結果

地域福祉活動にご理解ご支援いただきありがとうございます

令和3年度　会員の皆様にご協力いただいた「会費」でこのような事業を実施しています令和3年度　会員の皆様にご協力いただいた「会費」でこのような事業を実施しています

あなたのご寄付により日本赤十字社長野県支部では次のような整備をしています

赤十字へのご支援・ご協力ありがとうございます。

　皆さまにご協力いただきました社協会費並びに日赤活動資金の募集結果がまとまりましたの
で、ご報告いたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活が制限される中にもかかわらず、社協会費
募集活動と日赤活動資金募集活動にご協力いただきました区長会、赤十字奉仕団等の皆さま、
ご協力いただきましたすべての市民の皆さまに、改めて厚くお礼申し上げます。

地区名
本　　所
臼田支所
浅科支所
望月支所
合　　計

件　数
14,543
3,445
1,285
2,501
21,774

金額（円）
14,016,760
3,522,000
1,260,900
2,373,700
21,173,360

令和３年10月末現在

支部名
佐久支部
臼田支部
浅科支部
望月支部
合　　計

件　数
14,582 
3,378
1,124 
2,526
21,610

金額（円）
7,414,883
1,742,900 
618,900 
1,241,900 
11,018,583

災害時に配付する
「毛布（１枚分）」
を整備できます。

2,000円で

避難所生活の負担を
軽減する「安眠セッ
ト（１人分）」を整
備できます。

3,000円で

人工呼吸や胸骨圧迫
を練習する「心肺蘇
生訓練用人形（１
体）」を整備できま
す。

25,000円で

AED（自動体外式除
細動器）の使い方を
学ぶ「AEDトレーナ
ー（１台）」を整備
できます。

100,000円で

敬老会助成事業
敬老会の開催や
記念品の配布を行う
地区の活動に助成金
を交付しています。

ボランティアセンター活動
ボランティアの啓発やきっか
けづくり、ボランティア活動
に関する相談と受付手続き、
また災害発生時に地域で活動
できるように講座を開催して
います。

ふれあいいきいきサロン
高齢者等を対象に地域での孤立
化・閉じこもり予防、認知症予
防、健康で生き
がいをもって生
活を送ることが
出来ることを目
的として実施し
ています。
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佐久市災害ボランティアセンター運営事業研修を開催しました!!
　10月16日（土）佐久大学において、佐久大学の学生、佐久青年会議所、佐久商工会議所、
佐久市災害ボランティア登録者、県社協等の皆さまとともに、令和元年東日本台風の「その
時」を「それぞれの立場」で振り返り、関係機関の連携や協働の重要性、様々な災害時のボラ
ンティア活動について理解を深めるための研修会を開催しました。
この研修会を通して、改めて、日頃からの地域住民同士のつながりの大切さを感じました。

　今回講師を担当した長野県社会福祉協議会の
山﨑博之さんから被災地現場で必要とされる制
度・分野の垣根を超えた多機関の協働やさまざ
まな災害ボランティアのニーズについての紹介
がありました。

学生によるボランティア活動の様子
　当日は、学生ボランティアに会場の運
営を手伝っていただきました。
　佐久大学内施設の一部は災害時の指定
避難所・福祉避難所として利用されます。

地域住民・学生・関係団体職
員でグループワークを行い、
災害時に必要なボランティア
支援を話し合いました。

講師・パネラー
左から、NPO法人さくらネット代表理事　石井布紀子さん、長野県社会福祉協議会　山﨑博之さん、
千曲市社会福祉協議会　坂田菜摘さん、佐久市社会福祉協議会　宮坂路敏、
入澤区　三石敏政さん、佐久大学社会連携・研究支援センター事務室長　秋山賢一さん
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講師の長野県社会福祉協議会　徳永雄大さん
実例を交え、ボランティアセンターとボラン
ティアさんの関わりを説明いただきました。

当時の状況を
話していただきました。
（杉の木区　坂本さん)

災害対応や支援活動の報告。
（コープながの　大原さん、小山田さん)

災害ボランティア講座を開催しました
　新型コロナウイルス感染拡大により延期とした災害ボランティア講座を11月３日（水）に「佐久市臼
田総合福祉センター　あいとぴあ臼田」にて開催しました。
　当日は、災害ボランティアの経験のある方やボランティアに関心のある方42名の皆さんが参加し、令
和元年東日本台風災害を経験し、地域で災害対応を行った取り組みや当時の思いについて語っていただ
きました。
　講演の中で、ボランティア活動は直接現場の作業を行うことの他、炊き出しなどのいろいろな後方支
援活動もあること、また、そこで終わりではなく交流をつなぎ、ボランティアの輪を広げていくことが
大切であることが語られました。

　講演後は、グループに分かれ災害ボランティアについて思いを語り合いました。
　参加者からは、「相手の立場を考えながらボランティア活動に参加した」、「話を聞くこと、寄り添うこ
とが大事」、「ボランティアが行くことで元気になってもらえる」、「お互いさまの精神が大事」など、貴
重なご意見をいただきました。
　今年も開催しますので、興味のある方はぜひご参加ください。

「災害ボランティア講座」とは
　もしもの災害に備え、市民自ら防災意識をもってもらい、知識習得により防災力を高めること、
また、ボランティアとしての基礎知識、災害が発生した際の災害ボランティアセンター運営スタッフ
の養成、災害ボランティア登録者のフォローアップを目的に開催しています。

　社協では随時、災害ボランティア登録を受付ておりますので、お声がけください。
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　児童、生徒が福祉体験を通じて社会福祉の理解と関心を高め、日常生活の中に思い
やりの心を育むことを目的に、福祉体験教室を開催しています。
　学校や企業、ボランティアグループ等でご希望がございましたら、ご相談ください。

福 祉 体 験 教 室

佐久大学人間福祉学部　ヒューマンケア基礎実習の受入れ

●世界には、しゃべれない、聞こえない、見えない方がいて
　学んだ手話や点字を使ってコミュニケーションをとってみ
　たいと思った。
●もしも自分の前で困っている高齢者の方がいたら「大丈夫
　ですか？」などと声をかけたい。

●高齢者疑似体験では、思い通りにいかなくて、悔しい気持ち
　になったけど、高齢者の気持ちになることができ、隣に助け
　てくれる人がいれば安心だなと思った。
●目標を持ち、継続することの大切さを学んだ。アイマスクを
　するだけで不安でしたが、パートナーからの丁寧な情報や声
　かけで安心して走ることができた。

　佐久大学人間福祉学部ヒューマンケア基礎実習の一環として、身近な地域福祉を推進している佐久市
社協の仕事について学生28名を受入れ、講義を行いました。
　テーマを「社会福祉協議会と地域と福祉について」とし、社協と地域のつながり、取り組んでいる社
協事業、社協職員としての仕事のやりがいなど、職員より説明しました。

　学生は真剣な表情で講義を受けていました。未来
の「社会福祉士」・「精神保健福祉士」を目指して、
頑張ってください。

　休憩時間等、就労継続支援B型事業所のオ
リジナル製品の販売も好評でした。

生徒さん
の感想

浅科中学校
点字・手話体験

望月中学校
ブラインドマラソン
高齢者擬似体験
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「ぴーぷる」は、共同募金の配分金で発行されています。

【連絡先】
　佐久市社会福祉協議会
　　本所：総務課・福祉課
　　　　　　（佐久ボランティアセンター） 取出町183番地（野沢会館内） 電話　64-2426　　Fax　63-4541
　　臼田支所（臼田ボランティアセンター） 下越16番地5（あいとぴあ臼田内） 電話　82-4332　　Fax　82-7201
　　浅科支所（浅科ボランティアセンター） 塩名田570番地（浅科保健センター内） 電話　58-0383　　Fax　51-5053
　　望月支所（望月ボランティアセンター） 望月263番地（市役所望月支所内） 電話　51-1520　　Fax　51-1516

結婚相談日程 場所   佐久市福祉総合センター 電話　  67-2463　
FAX　  68-5383

　２月 7日㈪・27日㈰　　　　日　曜　日　午後１時30分～４時00分
　３月13日㈰・27日㈰　　　　平日・夜間　午後６時00分～７時50分
※お問合わせ・ご予約は佐久市福祉総合センターまでお願いいたします。（要予約）
　平日　午前９時00分～午後４時00分（正午～午後１時00分を除く）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とする場合があります。

絵てがみ　はじめて講座の開催について
　新たに「絵てがみボランティア」として活動していただける方を対象に、絵てがみの
基本を学ぶ講座を開催します。
　　日　　時　　令和４年２月14日（月）　　９時30分から11時30分まで
　　会　　場　　あいとぴあ臼田（佐久市臼田総合福祉センター）
　　定　　員　　15名（先着順　定員になり次第締め切りとなります）
　　持 ち 物　　顔彩、筆（無い方には貸出します）
　　講　　師　　岩本 幸枝 先生
　　申込方法　　下記連絡先本所・各支所へお申し込みください。
　　　　　　　　（受付時間は、平日８時30分から17時15分まで）
　　受付開始　　令和４年１月11日（火）より

お 知 ら
せ

ご寄付　ありがとうございましたご寄付　ありがとうございました

長野県プロゴルフ会様より、地域の社
会貢献のためにとチャリティ大会で集
まったお金をご寄付いただきました。
社協会長と長野県プロゴルフ会小林一敏会長

　　金 200,000円 　長野県プロゴルフ会　様
　　金 24,500円 小北理容組合　様
　　金 13,847円 　佐久市老人クラブ連合会佐久支部　様
　　金 5,000円 　臼田　清司　様
　　車いす １台 青木こずえ　様
　　タオル 30枚　他 　　　髙栁　誠人　様
　　画仙紙 53枚 　　　市川　清子　様
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　10月8日、浅科ふれあいホーム前の畑で農園
ボランティアさんが作ってくださったさつま芋
を収穫しました！「大きなさつま芋が採れた
ね。」「芋づるってこんなに長いんですね～。」
「芋づるは食べれますよ！」「昔は食べたね。」
等々いろいろな話を通して、ボランティアのみ
なさんや浅科デイサービスセンター、浅科ふれ
あいホームに通う利用者のみなさんとの交流を
深められました。

ご利用者募集中！！
見学は随時
行っています。

　さつま芋掘りの後、浅科デイサービスセンタ
ーで、ボランティアさんと利用者のみなさんで、
手作りの芋ようかんとお茶をいただきながら楽
しい時間を過ごしました。

●地域密着型通所介護事業所
　　　　　浅科デイサービスセンター
　〒384-2102  佐久市塩名田542-7
　℡0267-58-0101
●就労継続支援B型事業所
　　　　　浅科ふれあいホーム
　〒384-2102   佐久市塩名田548-5
　℡0267-58-4436

地域のみなさんと　
さつまいも掘りで交流しました！

地域密着型通所介護事業所
浅科デイサービスセンター

就労継続支援B型事業所
浅科ふれあいホーム＆

農園ボランティアさんの
指導で進めました。

佐久市社協だより

−８−


	１p
	２p
	３p
	４p
	５p
	６p
	７p
	８p

