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ふれあいいきいきサロン事業の充実
　高齢者等の閉じこもりや認知症予防等を目的

に、地区の集会施設等を利用して区単位でサロ

ン（お茶飲み会）を開催します。

災害時支援活動の強化
　災害時ボランティアセンターの設置運

営に向けて、日頃からライオンズクラブ

等の関係団体や機関等と密な連携を図り

ます。

　人材育成と災害ボランティアの養成を

目的に「災害ボランティア講座」を開催

し、地域住民や災害ボランティア登録者、

行政等との連携を図っていきます。

介護保険事業
　地域に選ばれるデイサービスを目指して、施設の

特徴をアピールし利用者に喜ばれる事業を展開します。

ファミリーサポート事業
「ほっと・ホット」（育児支援）

　子育ての手助けを

して欲しい人と、子

育てのお手伝いをし

たい人が登録し、育

児支援が必要な家庭

に対し支援会員が有

償で支援します。

障害福祉サービス
　就労継続支援Ｂ型事業所は、利用者にあっ

た作業の開拓、自主製品の開発、施設外就労

等の創意工夫に努めます。

　佐久市社協多機能型事業所くれよんは、利

用者及び保護者から選ばれる施設を目指した

運営に努めます。

継続した相談支援の充実
　自立した生活を地域で支えるために、行政

や「まいさぽ佐久市」、生活福祉資金貸付制

度等の相談業務を通して、様々な悩みを抱え

る方の解決に努めます。

　１権利擁護事業

　２生活困窮者支援

　３フードドライブの食糧支援

法人運営の強化
　発展・強化計画を基に、

時代に沿った事業を展開

するとともに、健全な

経営を目指します。

ボランティア活動の充実
　ボランティア

活動に関する

相談や情報提供、

活動先の紹介を

行います。

人と人とがつながり支え合う地域づくりをめざし、地域福祉を
推進する中核的な団体として、令和４年度事業を進めます！
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令和４年度事業実施のための予算額は500，850千円です。

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

　　金 3,000円 山本　　浩　様
　　車いす １台 重田　　徹　様
　　食料品 1,000点 ダイナム長野佐久店　様
　　衣料品等 26点 　　　匿      名　様

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

　５月 8日㈰・22日㈰　　　日　曜　日　午後１時30分～４時00分
　　　　　　　　　　　　　  平日・夜間　午後６時00分～７時00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。

お 知 ら
せ

●法人の運営（理事会・評議員会・会費活動・支所運営等）
・事務所移転費用
●地域福祉活動の推進
・ふれあいいきいきサロン、フードドライブ、結婚相談・婚活講座等
・ひとり暮らし高齢者等見守り事業
・地域福祉推進人件費分
●ボランティア活動の推進・充実
●福祉教育推進
●普及啓発（広報紙・ホームページ・社会福祉大会等）
●助成事業（敬老会・福祉団体）
●相談体制の充実
・まいさぽ佐久市（生活困窮者自立支援等）、生活福祉
　資金貸付、さく成年後見支援センター

●介護保険・障害福祉事業所運営（２介護事業所４障害事業所）
●施設管理（市内老人福祉センター等６施設）

合計額

介護保険収入・障害福祉収入・補助金
社協運営基金より

社協会費・共同募金
受託金
補助金
社協会費
社協会費・共同募金
社協会費・共同募金
社協会費・補助金
受託金

介護保険収入・障害福祉収入
受託金・負担金

70,620

61,336

4,678
1,213
3,075
17,229
46,916

220,277
75,506
500,850

単位　千円

主な事業 予算額 主な財源

佐久市社協だより

−３−



　相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、支援員が相談者
に寄り添いながら、他の専門機関と連携して支援を行います。

相談の流れ

まずは生活就労支援センター“まいさぽ佐久市”へご相談ください。生活・仕事・心身のことなど、

抱えている悩みを支援員がお聞きします。事前に連絡いただきご予約をお願いします。相談

相談の中で課題を一緒に整理し、適切な相談窓口等を紹介したり、まいさぽで支援をする

のかをご本人と決めていきます。課題整理

まいさぽで支援する場合は、ご本人の希望を尊重しながら課題解決に向けた支援プランを

作成します。プラン
作成

支援プランに基づき、支援員と関係機関が協力し、本人と一緒に課題解決を目指して取り

組みます。取り組み

一人で悩まないで
まずはご相談
ください！

仕事の
悩み

生活の
悩み

家計の
悩み

健康の
悩み

相談日時　　月曜日～金曜日（土・日・祝祭日を除く）
受付時間　　平日9：30～17：00
　※　相談の前に予約をお願いいたします。

【問い合わせ先】

　生活就労支援センター　まいさぽ佐久市

　電話番号：88-6511
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令和４年度　佐久市社会福祉協議会事業

フードドライブにご協力ください！
フードドライブ実施中

＊ご寄付いただきました食品は、生活就労支援センター“まいさぽ佐久市”
　を通じて、食料を必要としている方にお届けします。

　次の条件を満たすようにお願いします。
　●賞味期限が明記され１ヶ月以上あるもの
　●缶詰・カップ麺、レトルト食品、お菓子など
　●未開封で包装や外装が破損していないもの
　●お米（2020、2021年度産の玄米、白米）

受取できないものもあります
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・賞味期限の切れているもの
・アルコール類　等

受付場所 期日及び受付時間

本所・各支所

佐久市福祉総合センター
佐久市猿久保249-2

野沢会館内１階市民ギャラリー
佐久市取出町183番地

令和４年６月５日（日） 午前９時30分～11時30分

令和４年９月11日（日） 午前９時30分～11時30分
令和４年12月11日（日） 午前９時30分～11時30分
平日 月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

〇食品受付場所と期日〇

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日曜日の受付が中止になる場合もあります。

ご家庭で眠っている食品の寄付をお願いします

「もったいない」を
「ありがとう」に

お問い合わせは、７ページ下段記載の各ボランティアセンターまでご連絡ください。
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施設に入った瞬間
から雰囲気が
とてもいい♡ とにかく職員さん

がやさしい♡
広くて明るくて気持ち
が良く来るだけで
リハビリになるよ♡

コロナに負けるな

野外でミニ運動会

あいとぴあ臼田デイサービスセンター

浅科デイサービスセンター

『デイサービスは寝たきりになった方、何もできなくなった方が通う所』
と勘違いされていませんか？？

一人一人を大切に真心・笑顔で対応しています

～あいとぴあ臼田デイサービスセンターの隠された魅力！～

その１ ピカソやゴッホに負けず劣らずの画家を産出しています
デイサービスギャラリーは素晴らしいぬりえ作品がいっぱい

認知症予防にも効果てき面

その２ 俳人夏井いつきさんもびっくりするような川柳が生まれています
定期的に「あいとぴあ川柳大会」を開催しています。

その３ そして社会の役に立ちたいと一生懸命人の為に活動されている方々がいます
社会貢献活動（空き缶、広告のごみ箱などへの協力、施設内のシーツ・タオルたたみなど）

連絡先　☎82-6730
担　当　日向・篠原

連絡先　☎58-0101
担　当　碓氷

あなたもあいとぴあで「新しい出会いと生きがい」を
見つけてみませんか！！

あなたの個性が光る場所

第
八
回 

あ
い
と
ぴ
あ
川
柳
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！
」 

と
云
わ
れ

出張理美容サービス

　散髪してスッキリ、サッパリしてよかったと利用

　された方から毎回好評を頂いてます。

移動販売車での買い物サービス

　自分の目で確かめ品定めし、

　お買い物で脳の活性化

　自然に会話が弾みます。

昔取った杵柄

　浅科大正琴演奏会

　譜面を見ながら指を動かし

　楽しみながらの大演奏会

お気軽に是非一度お立ちより下さい。スタッフ一同お待ちしております。
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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

佐久市社協人事異動・退職職員

異動職員　令和４年４月１日付
・川野　敏一 事務局長（市派遣）

・篠原　敏明 総務課長(兼)福祉課長(兼)臼田支所長(兼)さく成年後見支援センター所長

・滝澤　紀子 総務課　課長補佐(兼)会計責任者（市派遣）

・浅川　充代 福祉課　佐久市生活就労支援センター まいさぽ佐久市　主任相談支援員

・佐藤　博美 総務課　庶務係長(兼)会計係長

・岩松　忍 福祉課　地域福祉係長(兼)浅科支所長(兼)望月支所長

・高野　登貴子 福祉課　在宅サービス係長

 　　　　(兼)佐久市浅科デイサービスセンター　生活相談員

・内藤　克明 福祉課　在宅サービス係 臼田共同作業センター　管理者（兼）生活支援員

・山崎　正晴 総務課　庶務係

・倉根　真 福祉課　地域福祉係　ボランティアコーディネーター（兼）福祉活動専門員

 　　　　(兼)在宅サービス係 佐久市社協多機能型事業所くれよん　児童指導員

・沖浦　利衣子 福祉課　臼田支所　ボランティアコーディネーター（兼）福祉活動専門員

 　　　　(兼)在宅サービス係 佐久市社協多機能型事業所くれよん　保育士

・神津　真奈美 福祉課　浅科支所　ボランティアコーディネーター（兼）福祉活動専門員

 　　　　(兼)在宅サービス係 佐久市社協多機能型事業所くれよん　児童指導員

・宮坂　路敏 福祉課　生活就労支援センター まいさぽ佐久市　相談支援員

 　　　　(兼)就労支援員

・今井　晴美 福祉課　生活就労支援センター まいさぽ佐久市　相談支援員

 　　　　(兼)就労支援員(兼)家計改善支援員

・木内　裕人 福祉課　さく成年後見支援センター　支援相談員

・日向　啓司 福祉課　在宅サービス係 臼田共同作業センター　サービス管理責任者

・川瀬　直美 福祉課　在宅サービス係 浅科ふれあいホーム　サービス管理責任者

市派遣解除　令和４年３月31日付
・井出　幸恵　　　事務局長

・春原　達也　　　総務課　庶務係長(兼)会計係長

・森泉　稔　　　　福祉課　臼田支所長

退職職員　令和４年３月31日付
・荒井　修一　　　総務課長(兼)会計責任者

・三井　香織　　　福祉課　在宅サービス係 佐久市浅科デイサービスセンター　看護職員

 　　　(兼)機能訓練指導員(兼)生活相談員(兼)介護職員
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ウクライナにおける人道危機に対する救援活動を支援するため、
下記のとおり救援金の受付を行っております

業務開始　令和４年７月４日（月）

＜佐久市福祉総合センターへ移転する事務所＞
福祉課　地域福祉係
佐久ボランティアセンター

＜あいとぴあ臼田へ移転する事務所＞
佐久市社会福祉協議会事務局
総務課　
福祉課　在宅サービス係
　　　　生活就労支援センター まいさぽ佐久市
　　　　さく成年後見支援センター

１　救援金名称
　　ウクライナ人道危機救援金
２　受付期間
　　2022年３月２日(水)～2022年５月31日(火)
３　救援金受付方法
　　●募金箱設置場所

　・佐久市社会福祉協議会本所（佐久市取出町183　野沢会館２階）
　・臼田支所（佐久市下越16-5　あいとぴあ臼田内）
　・浅科支所（佐久市塩名田570　浅科保健センター内）
　・望月支所（佐久市望月263　佐久市役所望月支所内）
　・佐久市役所本庁・各支所

この救援金は、国際赤十字、赤新月社連盟、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字社が
実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動の支援に充てられます。
　また、被災者ニーズを十分に満たした場合については、日本赤十字社が紛争地域で実
施する支援活動に充てられます。
　皆様の温かいご支援をお願いいたします。

　野沢会館の建て替えに伴い、社協本所を佐久市総合福祉センターあいとぴあ臼田（佐久市
下越16番地５）に移転します。
　また、福祉課 地域福祉係及び佐久ボランティアセンターは佐久市福祉総合センター（佐久
市猿久保249番地２）に移転します。

佐久市社協の本所が移転します

4.その他
・物品については、取扱いしておりません。
・国際赤十字、赤新月社連盟及び日本赤十字
　社の対応状況については日本赤十字社のホ
　ームページをご覧ください。

佐久市社協だより

−８−


	１p
	２p
	３p
	４p
	５p
	６p
	７p
	８p

