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募集活動報告

令和３年度
社協会費

3,008件

3,091,000円

日本赤十字活動資金

2,968件

1,548,900円

赤い羽根共同募金

2,894件

2,972,181円

※特別会費の報告は、さくほ社協だより第33号で掲載します。

災害義援金

（令和３年度日本赤十字社長野県支部へ送金いたしました。）

令和３年７月大雨災害義援金
令和３年８月大雨災害義援金

さまざまな災害に、義援金をお寄せいただきありがとうございました。

令和３年度

50,356円
33,221円

社会福祉功労表彰受賞者

在宅福祉の向上等に努められた功績が認められた「長期療養介護功労者」、「社会福祉功労者」
及び「長年にわたる障害者等への支援功労者」として表彰されました。長年にわたるご尽力に心か
ら感謝を申し上げ、今後ますますご健勝でご活躍されますことをご祈念申し上げます。

篠原 勝子 様
小林 春次郎 様
由井 初代 様
加藤 東鬼破 様
長年にわたる障害者等への支援功労者 小林 周子 様
長期療養介護功労者
社会福祉功労者

理事・評議員・職員の異動

︶内は旧役員氏名を示します︒

社協役職員の異動についてご報告します︒

︵

︵輿水賢治︶

︻理事︼

有井たみ江

︵相馬信治︶

小須田はる枝︵由井初代︶

明彦

松澤

︻監事︼

︵退任︶

︵小林春次郎︶

︵高見澤みな子︶

雅史

豊造

岡部

裕子

︻評議員︼

木島

︵古家隆︶

竹内

︵井出政利︶

茂

佐々木

︵退任︶

佐々木裕之

︵浅井トク子︶

︵出浦修身︶

︵加藤東鬼破︶

規子

︵退任︶

島﨑

一男

井出とし子

畠山

公子

佐々木きよえ︵篠原由美︶

市川

良一

小林

︵阿部いつみ︶

︵山田みどり︶

︵青木成実︶

︵大塚君江︶

豪

弥生

睦美

吉永

大橋

小林

永井

新海

︵退任︶

︵石野典子︶

︵退職︶

初男

︵退職︶

井出八代江

黒沢亜寿沙

︵退職︶

篠原

明子

︵退職︶

︵須田民恵︶

純子

︵新規採用配食サービス︶

敦子

篠原

勝子

上村

吉岡

由理

︻第三者委員︼

菊池

︻職員︼

中島

さく成年後見支援センターのご案内
お問い合わせ
さく成年後見支援センター
TEL 0267-64-5255
佐久市取手町183 野沢会館２階

成年後見制度とは、認知症や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、裁判所によって選任され
た成年後見人等が法的に支援をして行く制度です。
さく成年後見支援センターでは、制度に関する相談や地域住民
向けの啓発講座を無料で実施しています。お気軽にお問い合わせ
ください。

２

心あたたまるご芳志ありがとうございます
社協が行う社会福祉活動のために、今年度はさまざまな形で、さまざまな方や団体から寄附、寄贈
を頂きました。

町の方からの
寄附

車椅子
の寄贈

食料品
の寄贈

カレンダー
の寄贈

貴重な寄附が寄せられました。心から感謝を申し上げます。
（令和３年６月発行のさくほ社協だより第31号掲載以降のものを紹介します。）
複数の匿名希望の方・・・

計

208,224円

一般社団法人生命保険協会長野県協
会様より長野県社協を通じまして５台
の車椅子をご寄贈頂きました。
こちらをデイサービス２事業所（ふ
れあい、こまどり）に２台ずつ、宅老
所よりあい亭に１台配分いたしまして、
本会施設利用者の安全確保と利便性の
向上、無料貸し出し事業の充実を図っ
ていきます。

・東洋羽毛工業株式会社 様
食品、飲料等 計64点
乾麺、レトルト食品、缶詰、
菓子 他
・株式会社ダイナム 様
菓子、飲料等 計45点
飲料、調味料、菓子 他
頂いた食品は、相談者等への支援物資として提供す
るとともに、こども食堂を運営されている方へ提供し
ました。

佐久穂町中学校福祉委員会より手作りカレンダー
をご寄贈いただきました。
ふれあいデイサービスでは、毎年クリスマス会で
利用者さんと中学校の福祉委員会との交流が行われ
て来ましたが、コロナの影響で途絶えていました。
それでも、コロナ禍でもできる交流がしたいとい
うことで、手作りのカレンダーをクリスマスプレゼ
ントとして寄贈していただきました。
来年こそは、このカレンダーを見ながら、クリスマス交流会がで
きることを願っています。

その他にも、お米、新品のタオルなど様々な食品や物品をいただきました。ご寄附は、社会
福祉協議会が行う事業に有効に活用させていただきます。誠にありがとうございました。

３

佐久穂町生活支援・
地域ささえあいセンターの活動
佐久穂町社会福祉協議
会では町からの委託を受
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け、令和２年１月17日よ
り「佐久穂町生活支援・
60
地域ささえあいセンター」
を運営してきました。令
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活動支援が出来ませんで
したが、センター立ち上げ後２年を迎えた令和３年12月末時点で延べ700回を超える支援を行っ
てきました。その取り組みをお伝えします。
80

支援実施回数

制度申請期限までのボランティア活動へのつなぎ
被災した住宅の解体を公費で行うこ
とができる公費解体制度、修理を行う
ことができる応急修理ですが、申請期
限までに自宅をある程度片付けなけれ
ばなりません。申請期限が迫る中、ボ
ランティアセンターへ繋ぎ、ボランテ
ィアさんを募り、解体前の家財等の搬
出作業を行いました。
長野県ささえあいセンターと連携し、
県外や長野市などでの経験がある県内
在住のボランティアさんを募ったケー
ス、地域のつながりから町内在住の知
り合い伝手にボランティアさんを募っ
たケースなど、被災された方の状況に
応じて実施しました。搬出物の置き場、
分別方法などを町と協議を重ね、搬出物がスムーズに回収されるように調整を行いました。

４

被災者へ寄り添い続ける
被災された方々の置かれた状況は、次の住処がなかなか決められない、再建の方針が決まらな
い、方針は決まっているが、様々な要因で上手く再建が進まない、心や体の不調があるなどさま
ざまです。
その中には、時間が止まったような感覚を感じている方も多くいらっしゃいます。自分の家で
はない場所もしくは変わってしまった
自宅で、不便さと切なさと、肩身の狭
さと居心地の悪さと、やりきれなさと
・・たくさんの言葉に表せない感情を
抱えて暮らしておられます。
被災直後のボランティアによる泥出
し、応急修繕、公費解体などの支援を
受けた後も、経済的なこと、家族間で
の意思確認、農地からの宅地転用、コ
ロナ禍による材料高騰など、悩みが後
を絶ちませんでした。きっと、眠れな
ささえあいセンター３名の生活支援相談員
い日々が続いた方も少なくはないと思
左から荻野紅葉さん、小須田はる枝さん、小須田広明さん
います。
しかし、訪問すると、みなさん、気丈にたくましく自分たちの力で日常を取り戻そうとしてい
らっしゃいます。支援に入っているはずの私たちが、逆にその姿に励まされ、その方が「もう大
丈夫」と思えるまで寄り添っていきたいと思わせてくれます。
ささえあいセンターが閉所しても、自宅の再建、心の再建、つながりの再建は、続いていきま
す。被災された全員が、安心して眠り、心配ごとのない朝を迎えられるのがいつになるのか、あ
ともう少しのところまで来ているはずと信じて、最後まで地域の方々と声かけや見守りを続けて
いければと思います。
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支援活動は被災後の経過とともに徐々に減って来ましたが、相談内容は当初割合の大きかった
「住まい」のことが、
「健
相談内容
■健康医療 ■家族 ■住まい ■日常生活 ■福祉 ■その他
康医療」「家族」などと
同じ割合にシフトして来
ました。被災された方が
再建を終える一方、前述
のさまざまな要因で自宅
再建が春以降となる世帯
もあるのが現状です。
佐久穂町生活支援・地
域ささえあいセンターは
令和３年度末をもって閉
所しますが、今後の見守
りやコミュニティ支援の
つなぎを関係機関に引き
継いでいきます。
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赤い羽根共同募金
配分委員会を
設置しました。
社協では赤い羽根共同募金配分委員会を設置し、共同募金寄附の代表者、地域福
祉事業の関係者の皆さまの参画をお願いし、配分についての意見を伺っていきます。
第１回の運営委員会が令和４年１月に開催され、以下の項目が決定しました。
・委員長、副委員長の選任
・令和４年度配分計画、配分額の承認
この配分計画に基づき、頂いた募金を運用します。
令和４年度社会福祉事業実施団体への補助金
助成を行います。
詳細は社協ホームページ等でお伝えします。

予告

臨時
介護職員

（ホームヘルパー）

募集の
お知らせ

社会福祉法人
佐久穂町社会福祉協議会
法人運営課
☎86-4273

就業場所 八千穂デイサービスセンター「こまどり」
職種
ホームヘルパー（訪問介護員）
資格
介護職員初任者研修修了（ホームヘルパー２ 級）以上の資格を有
する方
経験者を優先
普通自動車免許（業務：マイカー使用）
年齢
不問
勤務時間 ８：30〜17：30
利用者の希望により、早朝または夜間勤務をすることがあります。
（週30時間未満）
休日
勤務予定表により勤務日、休日を決定します。
給与
当会給与規程による
待遇
各種保険あり
その他
正規職員への登用制度あり。（資格取得支援制度有）
応募方法 所定の申込用紙は当会窓口にてお渡しします。
ご興味のある方は、お気軽にお電話ください。

＊本所・ふれあい支所
＊こまどり支所
＊よりあい亭
TEL 86-4273（代表）
・86-1210
TEL 88-3545／FAX 88-4113
TEL 86-5911／FAX 86-5911
〒384-0613
FAX 86-1215
〒384-0701
〒384-0613
佐久穂町大字畑660番地
佐久穂町大字高野町1700番地23
佐久穂町大字高野町351番地
「さくほ社協だより」は赤い羽根共同募金の配分金で発行されています。

Facebookもフォロー
をお願いします

６

