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ぴーぷる

多くの方々が、お米をはじめ、食品等の

寄付をしてくれました。

皆様のご支援に感謝・感謝です。

６月５日（日）に開催しました

佐久市社協主催 令和4年度事業
『フードドライブ』

【さーくちゃん】
佐久市社会福祉協議会イメージキャラクター

『支え愛』『助け愛』の心を届け
地域と人々が、元気になることを願う

【コスモスの妖精】です

フードドライブでいただいた食材を活用し、お弁当の無料配布と食糧

支援を行いました。

ボランティアグループ
『さーくちゃんち(家)』 ６月５日（日）同時開催しました



令和4年 5月に
成婚された方からの声

　結婚相談所に登録し、
相談日に何回も足を運び、
出逢う機会を増やすこと
で結婚に繋がりました。

『さーくちゃん』と一緒に “婚活”はじめてみませんか？
佐久市社会福祉協議会

【結婚相談所】の紹介
　毎日、自宅と仕事の往復で、なかなか異性と出逢う機会がない、お付き合いしていた人と別れて
しまってどうしたらいいのか分からないなど、悩んでいる方がいるのではないでしょうか？
　当協議会は、出逢いの機会が少ない結婚を希望する男女に出逢いの場を提供したい、婚活に悩む
方のお手伝いをしたい！という結婚相談員６名の皆さんがおります。ぜひ、結婚相談所に登録して
婚活をはじめてみませんか！

●登録要件
　　①男女ともに結婚に前向きな独身者
　　②男性：佐久市内在住または、在勤、
　　　　　　あるいは、親の住所が佐久市内の方
　　　女性：住所要件は特にありません
　　③誓約書の誓約事項に相違なく、登録要件を満たしている方
●登録期間　　２年間
●登録事務手数料　2,000円（登録時に一括納入。相談は無料）
●相談日等　　完全予約制。佐久市社協ＨＰ、社協報ぴーぷる（奇数月発行）をご覧ください。
●連 絡 先　　福祉課地域福祉係（佐久市福祉総合センター内）　電話：0267-67-2463
●受付時間　　平日、午前８時30分～午後５時15分（正午～午後１時00分を除く）
　＊なお、７月、９月、11月、令和５年１月については、第２木曜日午後１時30分～３時30分、平日昼間の
　　相談所開設も行います。お申し込みください。

結婚相談員６名の紹介

荻原　留美 笹崎　さき 原野　節子

古屋　祐子 山浦　稔 竹花　英夫
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災害ボランティア講座を開講します
今年も

　佐久バルーンフェスティバル2022に参加してくださいました！

内容 申込み

防災ゲーム「クロスロード※」
～コロナ禍で災害、あなたはどうする～

５ページ掲載【連絡先】本所 福祉課・地域福祉係また
は各支所まで、電話・FAXにてお申し込みください。

※「クロスロード」とは、｢岐路｣｢分かれ道｣のこと
　で、そこから転じて重要な決断、判断のしどころ
　を意味します。

講師：長野県庁危機管理防災課

1部

・非常食紹介
・ゲームで体験 災害ボランティアセンター

2部

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、やむを得ず延期または中止になる場合がございます。
延期または中止となった場合は、本会ホームページ等でお知らせいたします。

令
和
４
年
7.24 ㈰ 
13:00～16:30（終了予定）

20名（先着順）定員

佐久市福祉総合センター
佐久市猿久保249番地2

会場

ボランティアさん紹介
堀篭　琉斗君（小学5年生）

【佐久熱気球クラブ最年少会員】

　小さい頃からバルーン
フェスティバルを見て感
動していました。バルー
ンの撤去作業を手伝わせ
てもらったことをきっか
けに興味が沸き会員にな
りました。
　将来は、熱気球のパイ
ロットになりたいです。

奥秋 ひかるさん（高校３年生）

　初めてのボランティア
参加で、緊張しましたが、
たくさんの思い出と経験
が出来ました。今までバ
ルーンを眺めている立場
だったので、このように
関係者として関われたこ
とを誇りに思っています。

佐久市社協のイメージキャ
ラクター「さーくちゃん」
を布巾に刺繍してください
ました。佐久ボランティア
センターに展示してますの
で是非ご覧ください。

新型コロナウイルスの
感染症対策しながら、
人とのつながりを

切らないようにしたい・・。
できることをできる範囲で
おこなっていきましょう！

告知
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就労継続支援Ｂ型事業所のご紹介
　障がいのある方の『働きたい』という想いを受け、継続して働きながら一般就労に向けて必要な
力を習得していく場所、それが就労継続支援Ｂ型事業所です。
  ・臼田共同作業センター　　佐久市下越16番地5  ☎0267-82-6461　
  ・浅科ふれあいホーム　　　佐久市塩名田548番地5 ☎0267-58-4436   

　あいとぴあ臼田の中にあり、利用される皆さん、毎日元気に頑張っています。
　作業は請け負い作業と自主製品を行っていますが、秋ごろに農福連携でねぎの出荷作業に参加し
ています。皆さんの「チカラ」を発揮できるように支援していきます。
　ここで頑張ってみたい方、見学お待ちしております。        

利用する為には障害福祉サービス計画書の作成が必要となります。
詳しくは社協内に相談支援事業所がありますので、お気軽にご相談下さい。
佐久市社協特定相談支援事業所　　（☎0267－88－6321）

臼田共同作業センター

　浅科の静かな環境のなかで、個性に合わせた作業を提供できるように心掛けています!(^^)!
　ここで働きたい人！一般就労を目指す人！それぞれの思いを大切に支援します。
　見学をお待ちしています。

浅科ふれあいホーム

オリジナル製品♪
１点物もたくさん♪見つけた時が運命です！

作業風景の一部です

可愛い編みぐるみ
　  どうぶつタワシ

ステキなポーチや
バック

作業風景 自主製品の一部

自主製品 製袋作業 アクリルたわし各種 雑巾

手甲 小～大

紙袋加工作業

電子部品作業

ネギ作業 電子部品　ヒューズ

☆NEW☆
 はーとおざぶ♡
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＜佐久市福祉総合センターへ移転した事務所＞
福祉課　地域福祉係
佐久市ボランティアセンター

＜あいとぴあ臼田へ移転した事務所＞
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

　野沢会館の建て替えに伴い、社協本所が佐久市臼田総合福祉センターあいとぴあ臼田に、
福祉課 地域福祉係及び佐久市ボランティアセンターが佐久市福祉総合センターに移転しま
した。
　７月４日（月）より移転先にて業務を開始しております。

佐久市社協の本所が移転しました

※連絡先につきましては、ホームページ
　またはツイッターをご覧ください。

あいとぴあ臼田 佐久市福祉総合センター

(佐久市下越16番地５） （佐久市猿久保249番地２）

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

「ぴーぷる」は、共同募金の配分金で発行されています。

金 400,000円 佐久ライオンズクラブ　様
車イス １台 堀込針灸接骨院　様
固形石鹸 92個 匿　　　　　名　様
お菓子・食品 ダンボール大２箱　小１箱 株式会社マルハン 佐久店　様
枕カバー 42枚 臼　田　住　代　様

【連絡先】
佐久市社会福祉協議会
 本所 総務課・福祉課 在宅サービス係 下越16番地5（あいとぴあ臼田内） 電話　88-8341　　Fax　82-7201
 　　 生活就労支援センター まいさぽ佐久市 下越16番地5（あいとぴあ臼田内） 電話　88-6511　　Fax　82-7201
 　　 さく成年後見支援センター 下越16番地5（あいとぴあ臼田内） 電話　88-8339　　Fax　82-7201
 福祉課 地域福祉係（佐久市ボランティアセンター） 猿久保249番地2 （佐久市福祉総合センター内） 電話　67-2463　　Fax　68-5383
 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

佐久市社協だより
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お 知 ら せ
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
　７月14日㈭・17日㈰　　　　日　曜　日　午後１時30分～４時00分
　８月 3日㈬・21日㈰　　　　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８時30分～午後５時15分 （正午～午後１時00分を除く）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。

令和４年９月18日（日）
佐久市臼田総合福祉センターあいとぴあ臼田
（佐久市下越16番地５）
試験申込書は、佐久市社会福祉協議会 総務課 庶務係で
８月１日（月）から交付します。 
※郵便等により請求する場合は、140円切手を貼った宛名明記の
　返信用封筒（角２形）を同封してください。

・試験申込書及び附帯資料（本人記入のこと） 
・最終学校の学業成績証明書
・社会福祉士等の国家資格やサービス管理責任者等の資格を
　有する者は、資格証等の写し（Ａ４サイズに縮小又は拡大） 
・普通自動車免許証の資格を有する者は、Ａ４縦長用紙の中央
　に免許証の写し
令和４年８月１日（月）から令和４年８月31日（水）まで
（郵送の場合、当日消印有効）
窓口受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、
８時30分～17時15分まで
当会ホームページ採用情報をご覧ください
（https://www.sakusi-shakyo.or.jp） 
・新型コロナウイルス感染症の状況によって、試験の日程等を変更
　する場合があります。

〒３８4－0414 佐久市下越16番地５ あいとぴあ臼田内
社会福祉法人　佐久市社会福祉協議会　総務課　庶務係
電話番号　０２６７－８８－８３４１（直通）
時　　間　８時30分～17時15分まで（土・日・祝日を除く）

●試験日（第１次試験）
●試験会場

●試験申込書の交付

●受験申込時の提出書類

●受付期間

●受験案内

●問い合わせ・書類提出先

受　　験　　手　　続

試験区分
初級一般事務

採用予定人員
若干名

受 験 資 格
昭和63年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた者 
普通自動車運転免許証を有する者
採用後、介護保険事業所・障害福祉サービス事業所の勤務を命ぜられることもあります。

佐久市社会福祉協議会職員採用試験受験案内
佐久市社協だより
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令和４年度日赤活動資金の目標額

佐久市 14,163千円

長野県 3億円

ご寄付いただいた令和３年度日赤活動資金の実績額
佐久市　　　11,202,883円

（達成率　79.1%　　　目標額　14,164千円）

長野県　　 261,640,356円
（達成率　87.2%　　　目標額             3億円）

日赤活動資金へのご協力をお願いします
　日本赤十字社長野県支部佐久市地区では、赤十字の財源となる日赤活動資金を８月から
受付します。
　日頃の備えから復興支援まで、災害に強いまちづくりを進めるために赤十字活動への一層
のご理解、ご協力をお願いします。
　日赤活動資金は、人道主義に基づく“いのちと健康、尊厳を守る活動”を継続するために、
皆さまにご協力いただいている寄付金です。

※日本赤十字社長野県支部では、毎年事業計画を策定し、その計画に基づいて目標額を定めています。
　令和４年度は、目標額３億円として県内の世帯数、県民税、法人税の数値により按分して
　各市町村の目標額を算出しています。
※活動資金について詳しくは、８月配布のチラシ「救うを託されている。」をご覧ください。
※災害が起きたときに受付する「義援金」は、全額被災された方々へお届けしています。
　日本赤十字社の活動に、義援金は一切使われていません。

佐久市社協だより
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法人運営のために
社会福祉法人の運営に必要な理事会・評議員会の運営や、活動の拠点となる本所・支所の維持管理な

どの法人の運営に欠かせない費用に充てさせていただきます。

社会福祉法人 佐久市社会福祉協議会

福祉事業のために
①地域で安心して生活できるよう、育児支援・介護支

　援を行います。

②災害ボランティア講座を開催し、いざという時に備

　えます。

③福祉体験教室を支援し、福祉の心を育みます。

④結婚を希望する方に出逢いの場を提供し、婚活講座

　を開催、相談員が相談に応じます。

社協会費への

ご協力をお願いします

人と人がつながり　

　　　　支え合う地域づくりのため

　社会福祉協議会は、全国の市町村に設置されており、行政とパートナーシップを

組んで、地域福祉の要として活動する民間の社会福祉団体です。

　そこに住む人々が自分たちの暮らす街をより住みやすい地域にするための様々な

取組に意識を持って積極的に関わっていただくことをめざし、会員制度を実施して

会費をお願いしています。

　会費は強制ではありませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

地域への還元
①地域で行われるふれあいいきいきサロ

　ンの活動を支援します。

②敬老会の開催を支援するため助成金を

　交付します。

③地区社会福祉協議会の活動に活用され

　ます。

みなさまの会費が地域福祉を支えています

　会費目安額
　　　　　　一般会員　　　会費　1,000円 団体会員　　　会費　1,000円
　　　　　　賛助会員　　　会費　3,000円 特別会員　　　会費　5,000円

社協会費って

ふれあいいきいきサロン 敬老会 福祉体験教室 災害ボランティア講座

佐久市社協だより
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