


一般会員
団体会員
賛助会員
特別会員

会費/年額
会費/年額1口
会費/年額1口
会費/年額1口

1,000円

1,000円（何口でも可）

3,000円（何口でも可）

5,000円（何口でも可）

●会費目安額

●共同募金配分の流れ
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配分配分送金寄付

社会福祉協議会とは？
　社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを
目的とし、営利を目的としない民間組織です。
　地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することがで
きる「福祉のまちづくり」の実現を目指して、様々な活動を行っ
ています。

赤い羽根共同募金への協力
　毎年１０月１日から各都道府県募金会が主体と
なって全国一斉に展開される赤い羽根共同募金
運動に、本会は積極的に協力しています。
 共同募金にお寄せいただいた善意は、長野県共
同募金会に集約され、各市町村社会福祉協議会
の事業、配分決定のあった民間社会施設、 団体
等に配分され、貴重な財源として地域福祉の向
上に役立てられます。

市民の皆さまに支えられた「住民会員制」
～社会福祉協議会が行う福祉活動は
　　市民（住民）の皆さまの会費によって支えられています～

住民会員制って？Q

社会福祉協議会は、市民の皆さまに支えられた民間の福祉団体です。「住民主体」の地域福祉活動を行う為
に、市民の皆さまを対象とした会員制度をとっています。

A

なぜ、会費を集めるの？Q

地域住民の参加・支持を基盤に福祉サービス
を展開していくため、貴重な財源として会費
のご協力をお願いしています。また、社協事
業への参加意識を高めるため、賛助会員や特
別会員等を設けさせていただいています。

A



佐久市社会福祉協議会

社協報「ぴーぷる」、社協ホームページはご存知ですか？

佐久市社会福祉協議会イメージキャラクター
　佐久市の花「コスモス」とハート
をモチーフにしました。コスモスの
花びらが福祉の心であるハート形に
なっており、『支え愛』『助け愛』な
どの心を届け、地域が元気になる
ことを願うコスモスの妖精です。
　地域支援の輪（サークル）と「佐
久」と「咲く」をかけて【さーくちゃ
ん】と名付けました。佐久市に地域
支援の輪、支え愛助け愛がとどき、
たくさん笑顔が咲きますように！

　社協の事業紹介、施設案内、ボランティア情報などを掲載し、イベ
ントや参加者募集のおしらせもしていますので、是非、ご覧ください。

社協ホームページQRコード
（携帯等で読み取ってください）

平成27年10月18日に
誕生しました。大きな耳で

みんなの声を聴いていきます！

名前

さーくちゃん

奇数月発行の「ぴーぷる」



共に支え合う人づくり

　「こんな地域・こんな社会にしたい」とい
う思いを実現するために、自分ができること
を、周囲と協力しながら自主的に活動する
ことです。

「自分にも何かできることがあるかも…」
と思ったら、まずはボランティアセンター
へご相談ください。

ボランティアとは？

　ボランティア活動を支援するためにボランティ
アセンターを設置し、コーディネーターが中心と
なって、ボランティア活動の啓発やきっかけづく
り、活動の支援、地域におけるネットワークづく
りなどを行っています。

ボランティアの育成（講座・学習会・研修会の開催）

災害ボランティア講座
　もしもの災害に備え、市民自らが防災意識をも
ち知識習得により防災力を高めることを目的に開
催し、運営スタッフ、またボランティア側としての
基礎、知識を身につけてもらえるよう養成します。

お掃除大作戦ボランティア養成講座
　地域のごみ問題を解決するために、ごみ分別についての講座を開催し、分別方法が分からない人への支援、また、
ごみ屋敷の片付けやごみ出しボランティアを養成します。

社会福祉普及校指定事業
　社会福祉の理解と関心を高め、日常生活の中で思
いやりの心を育むために、希望する小・中学校、高校・
専門学校・大学等へ、助成を行っています。

災害ボランティア講習

福祉体験教室のお手伝い
●福祉教室出前講座の実施　
●福祉体験用具の貸出
　（車いす、アイマスク、点字器等）

福祉教材用ＤＶＤの貸出
　福祉教材用のＤＶＤを市内の小・中学校、高校等に配布し、障がいを持つ人の
生活を理解し、介助が必要となった時には支援ができるように活用していただい
ています。
　一般の方への貸し出しも行います。

●ボランティア活動上の相談、活動紹介、登録等の受付
●ボランティア活動保険に関する相談と受付手続き等
●ボランティア活動の啓発、情報の発信等

主な活動

育児・介護助っ人養成講座
　ファミリーサポート事業「ほっと・ホット」と介護助っ人事業を実施するために、
支援会員を養成します。

育児助っ人養成講座
「子どものお世話」「事故と安全管理」「体の発達と病気」等

介護助っ人養成講座
「高齢者・障がい者の心理」「介護技術演習」「家事援助のスキルアップ」等

内容

内容



生涯にわたる心とからだの健康づくり
ふれあいいきいきサロン事業・世話人交流会事業
　地区集会施設等を利用して、高齢者の閉じこもり予防、認知症予防を目的に、区単位でのサロン（お茶飲み会）
の開催を推進します。また、行政及び地域包括支援センター等と連携を図り、市内全区での開催を目指します。

●ふれあいいきいきサロン事業助成金交付（1区1サロン）
●サロン運営に関わる相談（開催場所、協力者の募集方法等）
●活動プログラムの紹介　　

社協では、こんなお手伝いをしています。

社会福祉大会の開催
　地域の福祉課題を取り上げ、解決を図
るために、具体的な実践発表、講演など
を内容に、市と共催で年1回大会を開催
します。

佐久ふれあい広場の開催
　障がいの有無、老若男女を問わず、み
んなが集い、共に「出会い・ふれあい・
語り合い」の場を提供するため、ボラン
ティア団体や福祉施設などの関係者の
方々の協力をいただき開催します。

地区社会福祉協議会事業
　地域住民に最も身近な社協として「地域福祉活動」を
支援し、共に支え合う地域づくりのため、市内7地区
を単位として組織化され、研修会やお楽しみ会等を実
施しています。

ひとり暮らし高齢者等見守り事業
　各地区の民生児童委員が、乳酸菌飲料をお届けし
ながら、70歳以上のひとり暮らし高齢者等の安否確
認や話し相手などになることで「地域の見守り」を行い
ます。

希望の旅事業
　在宅で介護保険サービスを利用せずに生活してい
る、普段外出することの少ない障がいがある方、及び
その家族に社会交流の場を提供し、生きがいづくり等
を高めることを目的に開催します。



安心して暮らせる地域づくり
お元気レター事業
　希望する70歳以上のひとり暮らしの方
へ、絵手紙を通して孤独感の解消を図り、
安心して生活していただくために、ボランティ
アの皆さんの協力を得て、季節に合った絵
手紙を郵送します。また、利用者から相談
を受けた場合、状況に応じて関係機関と連
携し対応しています。

安心コール事業
　希望する70歳以上のひとり暮らしの方へ安心コールボ
ランティアが定期的に安否確認や孤独感の解消を図るため
に、電話をかけています。

高齢者緊急連絡票作成配布事業
　希望する70歳以上のひとり暮らしの方へ、緊急時に関
係者及び各関係機関へ早期に連絡をつなげるための連絡票
を配布し、冷蔵庫扉表面の見やすい位置にマグネットで張
り付けていただきます。

認知症徘徊ＳＯＳ模擬訓練事業
　認知症による徘徊行動に対し、地域で見守る体制づくりを進める
ため、モデル地区を設けて「認知症についての学習」「模擬訓練」を
実施し、徘徊者の早期発見、早期対応を図ります。

バリアフリーマップ事業
　障がいのある方や高齢者・乳幼児をお連れの方などが、
安心して外出する機会を多く持てるように、市内の公共施
設や民間の商業施設等のバリアフリー情報をマップにし、
公共施設の窓口や道の駅等に置くほか、社協ホームページ
に掲載し、市民はもとより市外からの来訪者への利便性を
図っています。



ファミリーサポート事業「ほっと・ホット」（育児支援）
　育児支援が必要な家庭に対し、支援会員が有償で支援し地域で安心して生活できる地域づくりを推進します。

生活福祉資金貸付事業
　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、在宅福祉や社会参加の促進を図
ることを目的に貸付を行います。

●総合支援資金
●福祉資金
●教育支援資金
●不動産担保型生活資金

資金の種類
佐久市内に住民登録し、居住する下記の世帯です。
　①低所得者
　②障がい者世帯（身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者）
　③高齢者世帯

ご利用いただける世帯

内容
冠婚葬祭・通院・ＰＴＡ等学校行事への参加等
＊原則として子どもの宿泊は行いません。また、発熱等症状がある場合は、お預かりできません。
＊車の送迎は行いません。
＊ご利用できるのは、佐久市内在住で本事業に登録した方です。
＊利用料金　事務費1,000円（年間）
　　　　　　1人1時間あたり　月～土曜日　700円/時間　　日曜日・祝日　800円/時間
＊利用時間　午前7時～午後7時まで（但し12/28 ～ 1/4までは休止）

フードドライブ事業
　家庭や職場で眠っている食糧、消
費しきれずに余っている食品を集め、
自立相談支援機関等を通じて、食糧
を必要としている方にお届けします。

介護助っ人事業（介護支援）
　介護支援が必要な家庭に対し、支援会員が有償で支援し地域で安心して生活できる地域づくりを推進します。

内容
話し相手・食事づくり・洗濯・掃除・通院時の一時的な付き添い等
＊車の送迎は行いません。
＊ご利用できるのは、佐久市内在住で本事業に登録した方です。
＊利用料金　事務費1,000円（年間）
　　　　　　1人1時間あたり　月～土曜日　700円/時間　　日曜日・祝日　800円/時間
＊利用時間　午前7時～午後7時まで（但し12/28 ～ 1/4までは休止）



日常生活自立支援事業
　高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、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、その生活を支援します。

　認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分
でないため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理などがうまくで
きない方が対象になります。

対象と
なる方

　ご相談や支援計画の作成にかかる費用はすべて無料です。
生活支援員がお手伝いするときには、利用料と交通費がかかります。
●利用料金　1時間当たり1,000円　　●交通費　1㎞当たり20円
　＊生活保護を受けている世帯は無料です。

利用料金

成年後見支援事業
　佐久広域連合からの業務委託により「さく成年後見支援センター」を設置し、中核機関として佐久圏域
11市町村（佐久市・小諸市・南佐久郡・北佐久郡）にお住まいの方を対象に、以下の業務を行っています。

主な
業務内容

1　制度の広報啓発 ……

2　制度に関する相談支援 ……

3　法人後見業務 ……

広報紙による周知、地域や福祉施設等での無料の出前講座・研修会
を開催します。

手続きに関する説明や助言、成年後見人候補者の情報提供等
を行います。

資力に乏しい等の理由により成年後見人となる候補者が得られない
場合に法人が受任し、組織で財産管理や契約支援を行います。

　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ご本人の生活と財産を守るために、
家庭裁判所に申し立てを行い、選ばれた成年後見人等が法的に支援していく制度です。

●成年後見制度とは…

例えば
こんな時…

ふるさとの両親、最近物忘れ
がひどくなったけど、悪徳訪
問販売にだまされはしないか、
心配だなぁ。

障がいのあるわが子の将来。
自分たちが亡くなった後の事
がとても心配です。

最近少しずつ物忘れが…。
これから通帳やお金の管理が
心配だなぁ。

自分ひとりで、いろいろな契
約や手続きの正しい判断がで
きるか心配だ。

ご相談
ください！！



相談事業

出会いの機会が少ない結婚を希望する男女に出会いの場を提供します。
また、登録者を対象に婚活講座を開催します。
相談所では、6名の相談員が親身になって相談に応じます。
相談日、講座内容については、広報誌「ぴーぷる」または、HP等でお知らせします。

結婚相談・婚活講座

■男　　性：

■女　　性：
■登録期間：
■料　　金：
■相 談 日：
■時　　間：
■場　　所：

■予 約 先：

佐久市在住・在勤または親の住所が佐久市にある方
（すでに登録されている方は更新時にこの条件で更新手続きをさせていただきます。）
特に制限はありません。
2年間
登録事務手数料2,000円（2年分）
月2回
日曜日 午後1時30分～午後4時　　平日 午後6時～午後7時50分
佐久市福祉総合センター
※完全予約制です。事前にご予約ください。
TEL.0267‐67‐2463

（平日　午前9時00分～午後4時00分）

結婚相談所登録要件

　生活困窮者の多くが家計に関わる問
題を抱えていることが多いことから相談
者の家計状況の「見える化」と、根本的
な課題を把握し、相談者が自ら家計を
管理できるよう、支援計画の作成、相
談支援、関係機関へのつなぎ等を行な
い、早期の生活再生を支援します。

家計改善支援事業



介護保険事業
佐久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター
●通所介護（30名定員）・・・要介護1 ～ 5に認定された方
●認知症対応型通所介護（10名）・・・認知症の診断を受けた方。
　　　　　　　　　　　　　　　　　少人数で専門的な手厚い介護が受けられます。
●介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）・・・要支援1.2または基本チェックリスト該当者

佐久市浅科デイサービスセンター
●地域密着型通所介護（18名定員）・・・要介護1 ～ 5に認定された方
●介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）・・・要支援1.2または基本チェックリスト該当者

　日帰りで通い、食事や入浴などの介護サービスやレクリエーショ
ンなどを通して、日常生活機能向上のための訓練や社会的孤立感
の解消もできます。また、介護者（家族）の負担軽減も目的とされ
たサービスです。
　住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、個々に合った生活のア
ドバイス等を機能訓練の専門スタッフから受けることもできます。

障害福祉サービス
佐久市社協特定相談支援事業所
   障がいのある方が、地域で安心して自立した日常生活、社会生活をおくれる
よう、相談員が悩みや希望を聞きながら、必要なサービスを一緒に考えていき
ます。
   また、目標達成のためのサービス等利用計画の作成、関係機関との連絡調整
も行います。

●18歳以上の方の生活・就労・通所などの相談をしていきます。

●18歳未満の児童ならびに保護者の方の意向を聞きながら就学・通所などの相談をしていきます。

〈通所介護事業〉

〈特定相談支援事業〉

〈障がい児相談支援事業〉



佐久市社協多機能型事業所 くれよん

　障がいのある18歳以上の方に対し、施設において
生活に関する相談や創作・生産活動の機会を提供し、
身体機能や生活能力の向上に必要な援助を行います。

　障がいのある6歳から18歳までの学齢期児童に対
し、授業終了後または学校の休業日に、施設におい
て生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流活動等の援助を行います。

臼田共同作業センター
＊一般企業からの受注作業（紙袋加工)、電子部品、段ボール加工）、農福連携（野菜出荷）など　　
＊自主製品の製作・販売：アクリルたわし･おしゃれキャップ･手甲・布巾・トートバッグ

浅科ふれあいホーム
＊一般企業からの受注作業（紙袋加工、箱折り、電子部品加工）、企業への施設外就労、農福連携　など
＊イベントでの販売用に、自主製品の他、おからクッキー・かりんとうの仕入れも行っています。

〈生活介護〉

〈放課後等デイサービス〉

　障がいのある方が、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、
通所により生産活動その他の活動機会の提供を通じて、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の支援
を適切かつ効果的に行います。施設外就労、農業・福祉連携事業にも積極的に取り組みます。

〈就労継続支援B型〉
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庶務係

会計係

地域福祉係

さく成年後見支援センター

佐久ボランティアセンター

臼田支所
臼田ボランティアセンター

浅科支所
浅科ボランティアセンター

望月支所

在宅サービス係

望月ボランティアセンター

佐久市福祉総合センター

佐久市老人福祉センター「長寿閣」

佐久市臼田老人福祉センター

佐久市浅科保健センター

佐久市望月老人福祉センター

臼田共同作業センター

佐久市社協特定相談支援事業所

佐久市浅科デイサービスセンター

佐久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター

浅科ふれあいホーム

佐久市社協多機能型事業所くれよん

佐久市臼田総合福祉センターあいとぴあ臼田

浅間地区社会福祉協議会
野沢地区社会福祉協議会
中込地区社会福祉協議会
東地区社会福祉協議会
臼田地区社会福祉協議会
浅科地区社会福祉協議会
望月地区社会福祉協議会

地区社会福祉協議会

さく成年後見支援センター

総務課・福祉課

浅科支所

佐久市福祉総合センター

臼田老人福祉センター

佐久市あいとぴあ臼田デイサービスセンター　　

佐久市社協特定相談支援事業所　

浅科ふれあいホーム　

〒385‐0043 佐久市取出町183番地 野沢会館内
TEL：0267‐64‐5255　FAX：0267‐63‐4541

〒385‐0043 佐久市取出町183番地 野沢会館内
TEL：0267‐64‐2426　FAX：0267‐63‐4541

〒384‐2102 佐久市塩名田570番地 浅科保健センター内
TEL：0267‐58‐0383　FAX：0267‐51‐5053

〒385‐0011 佐久市猿久保249番地2
TEL：0267‐67‐2463　FAX：0267‐68‐5383

〒384‐0303 佐久市下小田切11番地3
TEL：0267‐81‐5061　FAX：0267‐81‐5062

〒384‐0414 佐久市下越16番地5 あいとぴあ臼田内
TEL：0267‐82‐6730　FAX：0267‐82‐7201

〒384‐0303 佐久市下小田切11番地3 臼田老人福祉センター内
TEL：0267‐88‐6321　FAX：0267‐81‐5062

〒384‐2102 佐久市塩名田548番地5
TEL・FAX：0267‐58‐4436

臼田支所

望月支所

佐久市老人福祉センター「長寿閣」

望月老人福祉センター

佐久市浅科デイサービスセンター

臼田共同作業センター

佐久市社協多機能型事業所 くれよん

〒384‐0414 佐久市下越16番地5 あいとぴあ臼田内
TEL：0267‐82‐4332　FAX：0267‐82‐7201

〒384‐2202 佐久市望月263番地 佐久市役所望月支所内
TEL：0267‐51‐1520　FAX：0267‐51‐1516

〒385‐0011 佐久市猿久保248番地1
TEL：0267‐67‐5575　FAX：0267‐68‐5383

〒384‐2202 佐久市望月1626番地2
TEL・FAX：0267‐53‐4033

〒384‐2102 佐久市塩名田542番地7
TEL：0267‐58‐0101　FAX：0267‐58‐0338

〒384‐0414 佐久市下越16番地5 あいとぴあ臼田内
TEL・FAX：0267‐82‐6461

〒384‐0303 佐久市下小田切11番地3 臼田老人福祉センター内
TEL：0267‐88‐6422　FAX：0267‐81‐5062

Mail：info@sakusi-shakyo.or.jp   　
ＵＲＬ：http://www.sakusi-shakyo.or.jp/

組織図及びお問い合わせ先


