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ぴーぷる
≪感想より≫

　車いすは結構大変だなと思いました。

　外よりも校舎の方がこぎ易かったけど、

段差は校舎の方が多かったから助けてもら

わないと大変だということもわかった。階

段なんて５人位、多人数いないとなかなか

上がるのが難しいんだなと思った。

　「車いすに乗っているから」とかではな

く、しっかりと同じように接していきたい。

福祉教育とは
　私たちの住む地域には様々な人がいます。その誰もが安心

して楽しく豊かに住み続けられる「共生の地域づくり」を進

めることが地域福祉の主要な目的であり、それを達成するた

めに様々な福祉教育が実践されています。

　社協では教育関係者や福祉関係団体等と協働し、地域・学

校・家庭などで広報・啓発・学習・体験・交流など様々な福

祉教育を実践し、共生の地域づくりに取り組んでいます。

表紙：福祉体験教室の様子

臼田中学校
「車イスの体験をしてみよう」

　長野県障がい者スポーツ支援係・

長野県ブラインドサッカー協会のご

協力により、「車いすボールチャレ

ンジ」、「ブラインドサッカー」の

体験を行いました。体験を通して今

まで気づかなかったこと、意識しな

かったことに心を寄せることができ

ました。

浅科中学校

 だんの らしの あわせふ く し

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、地域福祉事業及び在宅サービス

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。

　新型コロナウイルス感染症の拡大は留まらず、また昨年２月からのロシア

によるウクライナへの軍事侵攻から、小麦粉や原油などの価格が高騰し、身

近な多くの商品が値上げされ、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしていま

す。社会経済活動が停滞する中で、失業者や十分な食糧を購入することが困

難な方が増えるなど、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感染拡大により制約された生活は、まだまだ続くと考

えられますが、基本的な感染対策を継続しつつ、いつの日か必ず終息するこ

とを願うものであります。

　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、赤十字奉仕団、シニアクラブ連合会、福祉関係機

関や多くの団体の方々のご協力を得て、幅広い事業に取り組んでおります。

　コロナ禍から出てきた課題の解決に向け、また、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

りやすい事業活動に社協役職員一同、一丸となって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、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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　通所介護事業所（デイサービス）として、『佐
久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター』と
『佐久市浅科デイサービスセンター』の管理運営
をしています。

　生活介護、放課後等デイサービスを提供する『佐久市社協多機能
型事業所くれよん』、特定相談支援事業所『佐久市社協特定相談支
援事業所』の運営、就労継続支援Ｂ型事業所『浅科ふれあいホー
ム』『臼田共同作業センター』の管理運営をしています。

　利用者様の「ありがとう」のひと言が私達の働く力になって
います。こちらこそいつも元気と笑顔をありがとうございます。

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2  ～
こんにちは　在宅サービス係です

1 介護保険事業

2 障害福祉サービス

　一人で抱え込まないで下さい。あきらめないで下さい。そして前を向いて歩きましょう。
そのお手伝い、私達にさせて頂けませんか？
　あなたが笑顔だと私達も嬉しくなります。それが在宅サービス係職員みんなの想いです。

・うちのおじいさん、最近家でお風呂入るのが大変そうで…
・働きたいけど、障がいあるから無理なのかなあ…
　その様な悩みをお持ちの方、ご家族の方の力になりたい。
それが佐久市社会福祉協議会福祉課『在宅サービス係』です。
　要介護認定を受けられた高齢者の方々や、障がい者の方々も地域で安心して快適に笑
顔で在宅生活が送れるように、サービスを提供させて頂いています。
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小　池　正　子　様

　　　　（前評議員）

土　屋　やよい　様

　　　　（前評議員）

第15回佐久市社会福祉大会
　佐久市社会福祉大会は、佐久市社会福祉協議会・佐久市の共催により、地域福祉活
動への理解を深め参加する機会とするとともに、これまで社会福祉の発展に功績のあ
った方へ感謝の意を表することを目的として開催されております。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、参加者を民生児童委員及
び表彰受賞者といたしました。総勢196名の参加のもと、10月８日に佐久平交流セン
ターにおいて、第15回佐久市社会福祉大会が開催されました。
　社協会長表彰は13名１団体、感謝状を贈呈して行う表彰は１団体が受賞され、表彰
状をお贈りしました。

感謝状を贈呈して行う表彰 寄付（順不同）

篠原会計事務所　代表　篠原　義法　様（臼田）

佐久市社会福祉協議会長表彰（順不同）

【寝たきり高齢者等模範介護者】
　小　山　　　守   様（臼田）

　成　澤　ミイ子　様（浅科）

　髙　橋　慎　一　様（浅科）

【社会福祉功労者】
　桜井支え合いの会　様

【民生児童委員】
　大　井　功　子　様（浅間） 白　鳥　昭　夫　様（浅間） 小　林　千　昭　様（浅間）

　重　野　吉　祥　様（野沢） 羽毛田　香　里　様（中込） 中　嶋　テル子　様（東）

　青　木　美佐子　様（臼田） 小　林　智　治　様（望月） 関　本　美津子　様（臼田）

　髙　村　欣　一　様（望月）

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
　皆さまにご協力いただいた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、社協会員
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
14,447
3,319
1,259
2,383
21,408

金額（円）
13,879,750
3,376,800
1,234,850
2,245,700
20,737,100

令和４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
14,256
3,258
1,170
2,541
21,225

金額（円）
7,184,247
1,665,000
640,750
1,234,000
10,723,997
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フードドライブ事業に
ご協力をおねがいします！

　次の条件を満たすものをお願いします。
　●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、調味料など
　●未開封で包装や外装が破損していないもの
　●お米（2021、2022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）
・賞味期限が切れているもの
・アルコール類　等

集中受付期間

　「賞味期限までに食べられそうにない、たくさんもらって余っている食品や調味料がある」
など、みなさんのご家庭に眠っている食糧はありますか？この機会にチェックしていただき眠
っている食糧がありましたら、お近くの佐久市社会福祉協議会本所、各支所へお持ちください。
いただきました食糧品は、必要としている方へお渡しします。

連絡先については７ページをご覧ください。

集中受付キャンペーン

令和５年
１月１６日（月）～２月１７日（金）
受付時間

午前８時30分～午後５時15分

受付場所

あいとぴあ臼田内（社協本所・社協臼田支所）

佐久市福祉総合センター内（社協福祉課地域福祉係）

浅科保健センター内（社協浅科支所）

市役所望月支所内４階（社協望月支所）
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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

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
金 10,000円 　　　田口の源太　様 　　　
金 3,000円 　　　山本　　浩　様
食料品 800点 ダイナム　長野佐久店　様
車椅子 １台 　　　重田　　徹　様
陶芸品 148点 公民館学習グループ　　　　　
  陶芸倶楽部 粋　様
綿毛布・バスタオル・介護用品  匿　　　名　様
服・日用品  匿　　　名　様
米　　180kg　・　もち米 60kg 匿　　　名　様
米 60kg 新海　武男　様
米 30kg 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

　１月15日㈰・29日㈰・２月26日㈰ 日曜日　午後１時30分～４時00分
　１月12日㈭ 平　日　午後１時30分～３時30分
　２月 6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。

　佐久ライオンズクラブ様より、子ども食堂等への支援
及び生活困窮者支援のために寄付金を頂きました。
　まいさぽ佐久市では、 生活困窮者支援に必要な備品とし
て玄米保冷庫を、また、かねてより貸出し希望のあった
ガスコンロと自転車を購入しました。
　ガスコンロと自転車の貸出をご希望される方はまいさ
ぽ佐久市（下記連絡先）までご連絡ください。

生活就労支援センター
まいさぽ佐久市より
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三色弁当、おはぎ、おにぎり、
ホットケーキ、カレー弁当の
配布、食料支援、遊びの場
子どもから高齢者
（＊地区によって異なります）

令和４年６月５日（日）、８月７日（日）、
10月２日（日）、10月25日（火）、10月30日（日）、
11月22日（火）、12月４日（日）
野沢会館、上原公会場、桜ケ丘地域ふれあいセ
ンター

開催日

場　所

内　容

参　加
対象者

『さーくちゃん』とは、
佐久市社会福祉協会の
イメージキャラクター
なんですね！

「ぴーぷる」は、共同募金の配分金により発行されています。

令和４年度

　『さーくちゃんち（家）でごはんを食べよう』って？？『さーくちゃん』の愛を届ける事業と
して、さーくちゃんち（家）で、食育などを通じて世代間交流を図り、『支え愛』『助け愛』の心
を届けたくさんの笑顔が咲きますようにという思いと併せてボランテイアの育成、発掘を目指
し、コロナ禍ではありますがお弁当形式等で、食事の配布等を実施しています。
　どなたでも参加できますので、ぜひ一度お出かけください。

開催日　令和５年２月４日（土）
時　間　午後３時から

場　所　あいとぴあ臼田
内　容　おにぎりの配布、食料支援

第１回　さーくちゃんち（家）でごはんを食べよう in 臼田　開催のお知らせ

令和４年度事業中間報告

市内での『さーくちゃんち（家）でごはんを食べよう』活動の様子

さーくちゃんち（家）で

ごはんを食べよう
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