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ぴーぷる

９月といえば お月見！
さーくちゃんもうさぎと一緒に

お餅つきしています

※本会職員手作りさーくちゃんはツイッターにて掲載中
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



＜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
TEL 0267-67-2463・FAX 0267-68-5383

＜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　　
　TEL 0267-88-8341・FAX 0267-82-7201
生活就労支援センター まいさぽ佐久市
　TEL 0267-88-6511・FAX 0267-82-7201
さく成年後見支援センター
　TEL 0267-88-8339・FAX 0267-82-7201

　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。

佐久市社協 本所移転

※各支所（臼田支所・浅科支所・望月支所）は変更あり
　ません。

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　あいとぴあ臼田内）

（佐久市猿久保249番地２）

　月１回、安否確認のため、見守り訪問をはじめて２年。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業休止期間もありました。
　わずかな訪問時間で１ヶ月間の生活の状況や利用者の体調等の把握をして
います。利用者の心の中にある声を聞き、傾聴するその瞬間が、民生児童委
員として充実し、嬉しく思い何よりこの事業の大切さを感じます。また、
１ヶ月後元気な顔で会いたいと思いながら、次の方のお宅へ足を運びます。

　月1回、訪問してくれることが
とても嬉しいです。
　訪問していただいたときに話をすると、
もやもやした気持ちがすっきりします。
　次回の訪問を心待ちにしています。

利用者
からの声

民生
児童委員
からの声

　70歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、安否確認
や話し相手などになることで地域の見守りを行うこと
を目的に、民生児童委員の皆さんの協力により実施し
ています。

「ひとり暮らし高齢者等見守り事業」の紹介
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看護師、保育士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等の
資格保持者や経験豊富なスタッフが支援を行っています。

佐久市社協多機能型事業所　くれよん
新規利用者募集中！
☆見学・体験随時受付☆

「くれよん」は障がい者を対象にした“生活介護事業”と障がい児を対象にした
“放課後等デイサービス事業”を行っています。

生活介護 放課後等
デイサービス

＜お問合せ＞
佐久市社協多機能型事業所くれよん  電話：88-6422　 LINE

お気軽にご連絡ください！

☆放課後等デイサービスの様子は「LITALICO発達ナビ」に掲載中☆

佐久市社協だより
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【問い合わせ先】
　佐久市社会福祉協議会　まいさぽ佐久市　佐久市下越16番地5（あいとぴあ臼田内）

電話　0267-88-6511　　メール　maisapo@sakusi-shakyo.or.jp

就職活動応援金付職場体験事業
（プチバイト事業）の協力事業所募集！

　まいさぽ佐久市では、生活困窮者の就労支援の一環として、就職活動応援金付
職場体験事業（プチバイト事業）に参加しております。

だれもがはたらき・かつやくできる　　　　　
　　　　　地域づくりにご協力をお願いします！

　長野県社会福祉法人経営者協議会の会員から協賛金を募り、地域の協力事業所で職場体験し
たまいさぽの相談者に対して、１時間800円（25時間、20,000円を上限）の給付を行うのが
プチバイト事業です。職場体験をきっかけとして社会との関係をつなぎ直し、就労の機会を開
いていくことを目指しています。

就職活動応援金付職場体験事業（プチバイト事業）とは・・・

詳しいことを知りたい方はご連絡ください。相談就労支援員が訪問いたします。

長野県社会福祉法人経営者協議会

長野県社会福祉協議会

事業所の金銭的負担は
ありません

支援対象者
　・社会に出るのが不安な方
　・働いた経験がない方、少
　　ない方など

給付金
１時間800円、25時間20,000円を
上限とします

協力事業所
まいさぽ佐久市

支援者
調 整

登録 相談

申請・報告

職場
体験
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お 知 ら せ
結婚相談日程

令和4年度共同募金　安心・安全なまちづくり活動公募配分事業のご案内

場所   佐久市福祉総合センター 電話　  67-2463　
FAX　  68-5383

　９月11日㈰・25日㈰・10月23日㈰ 日曜日　午後１時30分～４時00分
　９月 8日㈭ 平　日　午後１時30分～３時30分
　10月 3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。

　長野県共同募金会では、令和５年度に行われる事業を対象に、共同募金の配分の公募を行っています。
　この配分には、皆さまにご協力いただいた赤い羽根共同募金の一部も活用されています。
　配分を受けたい方は、長野県共同募金会または佐久市社会福祉協議会のＨＰをご覧いただくか、佐久市共
同募金委員会事務局（佐久市社協総務課）へお問い合わせください。
●配分対象団体
会の事業目的を明記した会則等を有する非営利の住民組織団体(自治会、町内会及び自主防災会等)で１年以
上の活動実績を有する団体。
●配分対象事業
令和５年度中に行う事業で、地域住民を対象として行う防災・防犯に係る啓発活動、訓練・研修・講座等
の開催、防災物品の整備。（例：避難所用物品の整備  防災物品保管用倉庫の整備）
●配分額
配分対象事業に直接必要とする経費（管理運営費は対象外とする。）とし、配分額は１団体20万円を限度
とします。
●申請受付期間
　令和４年９月１日（木）から11月30日（水）まで
※長野県共同募金会ホームページ　　https://www.akaihane-nagano.or.jp

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 127,043円 十　日　会　　　　　様
金 50,000円 匿　　　　　名　　　様
車椅子 １台 重田　　徹　　　　　様
老人車 １台 匿　　　　　名　　　様
日用品 マスク・洗剤　ほか 佐久平・福祉クラブ　様
タオル 80本 貞祥寺仏教婦人会　　様
雑巾 55枚 鈴木　博美　　　　　様
野菜  匿　　　　　名　　　様

佐久市社協人事異動職員
　異動職員　令和４年７月１日付
　・川瀬　直美　　　福祉課　在宅サービス係  浅科デイサービスセンター  生活相談員（兼）介護員
　・佐藤　いく代　　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
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佐久市社会福祉協議会ではツイッターにて情報発信中！！
佐久市社会福祉協議会では、日頃の活動をツイッターに掲載しています。
今後の情報も発信するので是非、フォローをお願いします。

各事業等を掲載しています。

皆様からたくさんのいいねを頂いております。

たくさんのフォローを

お待ちしてま～す(*^-^*)
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補助金収入
72,816,755円

法人運営
49,457,605円

受託金収入
74,338,650円

負担金収入
35,151,248円

会費収入
21,454,360円介護保険事業収入

109,422,654円

就労支援事業収入
9,588,926円

寄付金収入
477,347円

その他の収入
4,123,656円

積立資産取崩収入
10,119,643円

障害福祉
サービス等
事業収入
97,712,228円

事業収入
3,812,971円

令和３年度　事業報告

令和３年度　決算概要

　佐久市社会福祉協議会は「人と人とがつながり　支え合う地域づくり」を基本理念としています。
令和３年度は、長期化するコロナ禍により、人と人との接触機会が制限されることとなり、本会に
おいて予定していた多くの事業についても中止や縮小をせざるを得ない状況となりました。そのよ
うな中、感染予防対策を強化し、事業実施方法を模索しながら各種事業に取り組みました。事業の
一部をご報告します。

※　事業報告・決算報告の詳細については、社協ホームページよりご覧ください

●ふれあいいきいきサロン事業
人とのつながりを大切にするふれあいいきいきサ
ロン。コロナ禍においても、検温・手指消毒・マ
スク着用を行い、少しでも安心して参加できるよ
う工夫して開催しました。

「人とのつながり」のために

●佐久市社協多機能型事業所くれよん
令和３年４月１日に、生活介護と放課後等デイサ
ービスの多機能型事業所として開所しました。生
活介護では、季節に合わせた行事や活動を取り入
れ、生きがい活動や社会参加への意欲向上に努め、
放課後等デイサービスでは、小海線を利用し公園
に出掛けたり、長期休暇の際に遠足に
出掛けて社会参加の機会を設けるよう
に努めました。

新規事業所開所

●育児・介護“助っ人”養成講座開催
地域での子育てや介護を支え合うファミリーサポー
ト事業・介護“助っ人”事業の新たな支援会員養成を
行いました。    
●お掃除大作戦ボランティア養成講座開催
地域のごみ問題を解決するために、新規にごみ分別
についての講座を開催し、分別方法がわからない方
への支援、ごみ屋敷の片付けやゴミ出しボランティ
アを養成しました。

支え合う地域づくり

●フードドライブ事業
困窮家庭や学生への食糧支援を行いました。
3,840点の食品が集まり、受け取
られた方々に大変喜ばれました。
ご協力ありがとうございました。

コロナ禍での支援

地域福祉事業
（ボランティア推進・権利擁護・
生活困窮者支援等）
116,530,419円

介護・障害サービス事業
206,619,856円

施設管理事業
65,301,172円

収入：4億3,901万8,438円 　支出：4億3,790万9,052円

佐久市社協だより
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　社協会費は自分が暮らす地域をより良い
地域にするために、地域福祉推進の主体者
である会員として出し合うお金のこと
です。具体的に活動ができなくても、
会費の協力が「自分の地域を自分で
作る」地域福祉活動を支えることに
繋がります。

なんで「寄付」じゃ
なくて、「社協会費」
って呼ぶの？

社協会費を募集しています
人と人とがつながり　

　　　　支え合う地域づくりのため

　当会の基本理念である「人と人とがつながり　支え合う地域づくり」のもと、様
々な事業を展開していくための貴重な財源として、社協会費を募集しています。会
費には「住民参加」という何より大きな意味が込められています。今年度の社協会
費の募集は、８月から９月で行っています。
　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。

みなさまの会費が地域福祉を支えています

　令和３年度のご協力報告
　　会員　22,055件　　21,454,360円（目標額21,650,000円）

社協会費って

社協会費っていうけど、
社協会員になった覚え
ないのになぁ…

　社協会員は、地域福祉の推進を目指していることか
ら、佐久市の全世帯としています。　
　社協は地域福祉推進の中心的な役割を果たす団体と
して「社会福祉法」という法律に位置付けられ、「安
心して豊かに暮らせる地域づくり」を市民の皆さんと
ともに推し進めていく組織です。安心して豊かに暮ら
せる地域を作るため、そこに暮らす全ての人に地域づ
くりへ参加していただきたいと願っています。

社協
【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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「ぴーぷる」は、共同募金の配分金で発行されています。


