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ぴーぷる

～浅科ふれあいホーム～
２年ぶりの視察研修を行いました♪
地域の他事業所を見学し近隣の農家さんの
ご好意でブルーベリー狩りも楽しみました。
地域を知り、交流できる貴重な体験をする事が
でき今後の活動に活かしていきます！

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



　物づくりボランティアによる作品

　　　佐久市社会福祉協議会は、略して『佐久市社協』と呼ばれています。 
　　●『佐久市社協』は、佐久市の【地域福祉の推進】を主な目的として、皆さんの 

佐久市の皆さんが、安心して暮らせる地域づくり
しゃきょう

～社協について知ってみよう！  パート１  ～

『社　協』？？？
しゃ　　　 きょう

　・名前は聞いたことがあるけど、、、
　・何をしているか知らない、、、分からない、、、
　　という声を耳にします。
そこで、パート１では、『社協』の正式名称・主な活動内容を紹介していきます。

1 『社協』の正式名称・・・・・『社会福祉協議会』です

2 【佐久市社協】の主な活動内容

『ふだんの　くらしの　しあわせ』の実現に向け、取り組んでいます。

地域づくり・人づくり
●ボランティア活動には、高齢者・障がい者を対象に
　した活動、子供を対象にした活動、災害で被災した
　方を支援する活動、各種イベントの運営スタッフなど
　様々な活動があります。

●佐久市内には、４か所（佐久
　・臼田・浅科・望月）のボラ
　ンティアセンターがあり、ボ
　ランティアをお願いしたい人
　とボランティアをしたい人を
　結びつけるボランティアコー
　ディネーターを各１名ずつ配
　置しています。

❶
ボランティア
活動の充実

【さーくちゃん】は、
「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。

この機会に、
是非、覚えてくださいね。

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】
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　令和３年度佐久市災害ボランティア
センター運営事業

●高齢者等の閉じこもりや認知症予防等を目的として、市内各区の
　集会施設等を活用して、区単位で『お茶飲み会』を開催していま
　す。
　区役員の皆さん等が、参加者と一緒になりプログラムの内容を考
　えたりしながら開催しています。定期的に集会施設等に集まるこ
　とで、参加者同士顔の見える関係ができていきます。

『令和２年度サロン開催数：140区（助成金申請区）』

❷
ふれあいいきいき
サロン事業の充実

●災害時のボランティアセンター設置・運営を円滑に行うことを目
　的として、日頃から市内の関係団体や機関等と連携して訓練等の
　実施を行っています。

●また、人材育成として「災害
　ボランティア講座」「災害ボ
　ランティアセンター運営事業
　（研修会）」を開催していま
　す。

❸
災害時支援
活動の強化

●コロナ禍において、地域や人々とのつながりや絆が希薄になって
　いく中で、子どもから高齢者までの全ての人々を対象に、食事の
　提供・世代間交流・困りごとの相談等を各機関へつなぐことを目
　的に開催しています。❹

子ども食堂の
実施・拡充

サロンを開催したいがどこへ相談したらいいいのか分からない
場合は、社協職員が相談にのります！社協各支所へご連絡くだ
さい。（連絡先：６ページ  )

　市民の皆さんを対象として細かい支援を行うには、社協だけの力では行き届かない面が多々
あります。そのためには地域の皆様のご理解とご協力が欠かせません。
　今後とも佐久市社協の活動に、ご協力をお願いいたします。

～社協（しゃきょう）について知ってみよう！パート２～は、次号にて掲載します。

開催日　　令和４年12月４日（日）
時　間　　午前11時から（先着100名）

場　所　　野沢会館１階市民ギャラリー
内　容　　カレー弁当、食糧支援（予定）

さーくちゃんち（家）でごはんをたべよう

第4回
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『成年後見制度』とは
　認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない方
が不利益にならないように、家庭裁判所で選ばれた援助者（成年後見人
・保佐人・補助人）が本人に代わり法的に財産管理や契約行為等を支援
する制度。

　平成28年度から、佐久広域連合の委託を受けて佐久市社会福祉協議会の福祉課内に設置され
ています。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、やむを得ず中止となる場合がありますのでご了承ください。

　ご相談や出前講座は無料
ですので、お気軽にご連絡
ください！

【お問い合わせ先】
佐久市社会福祉協議会 さく成年後見支援センター
電話　0267-88-8339　FAX　0267-82-7201
Eメール　kouken@sakusi-shakyo.or.jp
対象地域：小諸市・佐久市・南佐久郡・北佐久郡

さく成年後見支援センターのご案内

　　令和４年度　「希望の旅」

対象地域：佐久広域圏内11市町村

業務内容：成年後見制度についての相談受付、法人後見の受任（要件あり）、
普及啓発・研修会・出前講座、中核機関連絡会の開催　など

来所される場合は、留守にしていることもあるため、事前にご連絡をお願いします。

【申込・お問合せ先】
佐久市社会福祉協議会　福祉課 地域福祉係　佐久市福祉総合センター内
佐久市猿久保249-2　電話：67-2463
※ご本人が電話または直接来所してお申し込みください。

✿人形の世界とふるさとの風景を楽しみに出かけませんか！✿

2022年１２月１６日(金) 
行　先：高橋まゆみ人形館　(見学)　
　　　　　　長野県飯山市飯山2941-1　
　　　　信州フルーツランド信州中野インター店　(お昼)
　　　　　　長野県中野市草間安源寺境1356-1
　　　　小布施（自由散策・買い物）
対象者：佐久市在住で、介護保険サービスを利用
　　　　していない、在宅の心身に障がいのある
　　　　方及び介助者
　　　　（お一人での移動が困難な方は、介助者との同行
　　　　　を原則とします）

定　員：20名（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費：2,000円
時間・：申込された方に通知いたします集合場所
申込期間：11月16日（水）～22日（火）（平日のみ）
受付時間：午前８時30分～午後５時15分まで
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・就職するまでの当面の間の生活資金が足りない
・新たに就業するための支度費、技能習得費
・会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要な時
・就学支援費・教育支援費 など

借入ケース例

　低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会
参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
　本貸付制度は、長野県社会福祉協議会が公的な助成を受けて実施するもので、県内の市町村社会福祉
協議会が貸付や生活支援のための相談窓口となっています。

※日常生活自立支援事業、生活福祉資金制度に関するご相談・お問い合わせは、
　佐久市社会福祉協議会 本所 88-8341までご連絡ください。

　ご利用いただける世帯は、佐久市内に住民登録し、居住する下記の世帯です。
●低所得世帯
市民税非課税程度（必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯）

●障害者世帯
①身体障害者世帯（身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯）
②知的障害者世帯（療育手帳の交付を受けている者の属する世帯）
③精神障害者世帯（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯）

●高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯

ご利用に際して
●「連帯保証人」が必要です。ただし、ケースによっては、連帯保証人をたてられない場合でも
　ご利用できますが、その場合は、貸付金利子が必要となります。
●貸付の決定に当たっては、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されることとなります。

生活福祉資金貸付制度のご案内

　認知症や知的、精神障がい等により判断能力が不十分な方が地域において安心して生活が送れ
るよう、利用者さんとの契約に基づき、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い（援助）
をし、その生活を支援する事業です。

日常生活自立支援事業

支援内容
●福祉サービスの利用援助
　福祉サービスを安心してご利用いただけるようにお手伝いします。
●金銭管理サービス
　毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れやお支払いをお手伝いします。
●書類等預かりサービス
　大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預かりします。

★契約には、ご本人の意思が確認できること・契約行為に
　ついてご理解いただけることが必要です。

佐久市社協だより
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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

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

年 末 年 始 休 業 に つ い て
事務所・事業所

本所事務局・各支所
特定相談支援事業所
臼田共同作業センター
浅科ふれあいホーム
佐久市福祉総合センター
浅科保健センター
佐久市臼田総合福祉センターあいとぴあ臼田
佐久市臼田老人福祉センター
佐久市社協多機能型事業所くれよん
佐久市老人福祉センター「長寿閣」
佐久市望月老人福祉センター
佐久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター
佐久市浅科デイサービスセンター

休業（休館）日

令和４年12月29日㈭～令和５年１月３日㈫

令和５年１月１日㈰～令和５年１月３日㈫

令和４年12月29日㈭～令和５年１月３日㈫
【入浴は令和４年12月28日㈬～令和５年１月４日㈬】

　　ベッド １台 　　　山内　知樹　様 　　　
　　介護用品・食品 
　　不織布マスク ７箱 　　　匿　　　名　様
　　文房具 一式 　　　高栁　誠人　様
　　筆記用具・マスク  山下　捺貴　様
　　絵本 12冊 匿　　　名　様
　　野菜 ダンボール２箱分 匿　　　名　様
　　じゃが芋  匿　　　名　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

　11月13日㈰・27日㈰・12月18日㈰ 日曜日　午後１時30分～４時00分
　11月10日㈭ 平　日　午後１時30分～３時30分
　12月 7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。
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　佐久長聖中学校のボランティア委員会の皆さんが描いた絵手紙をいただきました。
　いただいた絵手紙は、お元気レター事業へ登録されているひとり暮らし高齢者の方に
季節にちなんだ絵手紙を郵送します。
　ボランティア委員会の皆さん、絵手紙ありがとうございました。

　８月８日から９月20日まで、群馬医療福祉大学と長野大学の社会福祉相談援助実習の実習生
を受け入れました。実習初日に新型コロナウイルスの感染警戒レベルが６になり、社協が運営し
ている介護保険事業所や障害福祉サービス事業所での実習はできませんでしたが、社協の行って
いる地域福祉事業や相談支援事業について熱心に学習していました。大学に戻ってからも学習、
頑張ってください。

素敵な絵手紙が届きました

　８月より相談援助実習と
して佐久市社会福祉協議会
で地域との関わりや事業に
ついて学ばせていただきま
した。

　実際に地域の方と関わり、〝福祉″のしあわ
せを現場で感じることができました。地域の
人々が住み慣れた佐久で安心して生活でき、み
んなで創り上げていけるように社協で学んだこ
とを活かし、これから地域の力になっていきた
いと思います。
地域の皆さん、
社協の皆さん
から学んだこ
とを大切に学
業にも励んで
いきます。あ
りがとうござ
いました。

　実習開始直後に感染警戒レ
ベルが６になり、業務にも影
響がある中で、職員の皆様が
内容変更など配慮をしてくだ
さったことで、最後まで現場
で学ぶことが出来ました。また、佐久地域の皆様
からの温かい声掛けや実習中の関わりを通して、
地域の福祉＝幸せは、住民の思いやりとつながり
によって成り立っているのだと実感しました。こ
の経験を基に、大学でさらなる知識を得て人に寄

り添う社会福
祉士を目指し
ます。最後に
なりますが、
この度は実習
を受け入れて
下さり、誠に
ありがとうご
ざいました。

群馬医療福祉大学
社会福祉学部　３年

重田　瑞穂さん

長野大学
社会福祉学部　３年

今井　理々子さん
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共同募金は事前に使い道を決めて、その事業を
行うために必要な募金目標額を決定し、皆さま
に募金をお願いしております。

ご協力いただいた募金で次の事業を行う予定です

長野県全域を対象に、福祉活動や防災物
品の整備などに使われます。
また、災害時のボランティア活動支援の
ために積立もおこなっており、令和元年
東日本台風発生時の災害ボランティアセ
ンター運営経費にも配分されました。

広域配分 6,059,000円地域配分 9,587,000円
佐久市内の福祉事業などに使われます。

福祉団体の行う事業
1,405,000円

佐久市社会福祉協議会の行う事業
8,182,000円

佐久市戦没者遺族会
佐久市身体障害者福祉協会
佐久市手をつなぐ育成会
佐久市更生保護女性会
佐久市食生活改善推進協議会
佐久市保護司会
佐久市保育協会
佐久肢体不自由児（者）父母の会
佐久市保育園保護者連合会
佐久精神障がい者家族会
佐久聴覚障害者協会
佐久手話サークル

佐久市シニアクラブ連合会

佐久市赤十字奉仕団

フードドライブ 48,000円 災害ボランティア講座 76,000円

敬老会助成 5,038,000円 社会福祉普及校 820,000円

バリアフリーマップ事業 18,000円 希望の旅 170,000円

結婚事業 265,000円

啓発宣伝 1,587,000円

社会福祉大会 160,000円

募金目標額15,646,000円

赤い羽根共同募金にご協力お願いします

　目標額達成のための目安額として１世帯
600円としておりますが、強制ではございま
せん。新型コロナウイルスの影響などある中
でのお願いとなりますが、温かな支援をお願
いします。

「ぴーぷる」は、共同募金の配分金により発行されています。
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