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コロナ対策を
しながら

教室等実施中！！

密を防ぐため、2つの
部屋を映像でつないで
教室を行う様子
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介護予防運動教室
（坂祝町地域包括支援センター）



収入合計

221,781千円

支出合計

221,781千円

受取利息配当金収入　9千円
その他の収入　504千円

会費　3,294千円

貸付事業収入
200千円
事業収入
1,026千円

補助金
26,691千円

受託金
45,432千円

介護保険収入
112,280千円

障がい福祉
サービス等
事業収入
1,207千円

サービス区分間
繰入金収入
29,994千円

寄付金　1,000千円

負担金収入
144千円

誰もが助け合って暮らせるまち  さかほぎの実現を目指して誰もが助け合って暮らせるまち  さかほぎの実現を目指して
全ての住民が地域生活課題への理解を深め、尊重しあうこころ・　支えあいのこころを持って課題を解決することにより、

住民一人ひとりが自分らしさを発揮　できるまちを目指します。  

●総合福祉会館サンライフさかほぎの経営
 （利用料等の受益者負担の徴収）
●地域福祉・健康増進拠点としての有効活用
●福祉事業所製品の販売機会の提供
●心配ごと相談所の開設
●年金相談所の実施
●第２５回福祉・健康
　フェスティバルの開催

令和３年度　事業計画・予算

　第３期地域福祉活動計画に基づき、コロナ禍でより深刻さを増した生活課題や、社会的孤立の防止などの
新たな地域福祉の課題に真摯に向き合い、住民一人ひとりが孤立することなく、地域で安心して暮らし続け
るため、問題・課題の早期発見と尊厳を重視しながら個別相談支援に取り組むとともに、地域住民による支
え合い活動を中心とした様々な地域活動のさらなる充実を図ります。

予備費支出　800千円

貸付事業支出　200千円

共同募金配分金事業費
1,925千円

助成金支出　1,191千円

ファイナンスリース債務の
返済支出　　6,995千円

積立資産支出　8,036千円

人件費
124,221千円事業費支出

30,081千円

事務費支出
18,338千円

サービス区分間
繰入金支出
29,994千円

総合福祉会館指定管理事業 31,877千円総合福祉会館指定管理事業 31,877千円

●自治会長説明会の開催
●理事会、評議員会、監査会の開催
●支え合い団体への活動支援
●当事者団体との連携・活動支援
●社協だよりの発行・ホームページの随時更新・SNSの
　活用による情報の随時発信
●子育て支援サロン「きらきらパーク」の開催
●災害時の受け入れ態勢の整備（訓練実施）
●コミュニティ・スクール事業への協力

法人運営事業 45,147千円法人運営事業 45,147千円

●福祉・まちづくり活動応援助成金
●社協事業（ふれあいサロン支援事業、福祉車両貸出事業、
　生活困窮者食糧支援事業、福祉講演会事業、
　社協だより発行事業への補填等）
　に係る経費にも充てさせていただきます
●歳末たすけあい事業
●坂祝町共同募金委員会運営
●ボランティアセンター機器整備事業
●災害ボランティアセンター機器整備事業

共同募金配分金事業 1,925千円共同募金配分金事業 1,925千円

●ボランティアセンターの運営
●災害備蓄倉庫の管理
●ボランティア団体連絡協議会の支援
●ボランティアの拡大や担い手の育成
●次世代を担う子どもたちの活動支援
 （福祉協力校（園）事業）
●福祉学習（小学校・中学校）を含む、学校活動への
　積極的な参加

ボランティア事業 818千円ボランティア事業 818千円

●福祉器具（シルバーカー、車椅子、特殊寝台）貸出事業
●福祉車両貸出事業
●食事サービス事業
●筋力アップトレーニング
　機器一般開放
 （オリエンテーション８回、
　スキルアップ講習８回）
●傾聴ボランティアによる
　生活支援事業

在宅福祉事業 887千円在宅福祉事業 887千円

●生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）事業
●坂祝町高齢者活動支援事業（シニアクラブ協助員）
●ふれあいサロン支援事業
●高齢者筋力向上アップ教室事業
 （２０回コース、８回コース。それぞれ年２期）
●軽度生活援助事業（訪問介護員派遣事業）

受託事業 9,926千円受託事業 9,926千円

●生活福祉資金貸付事業
●臨時特例つなぎ資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業 99千円生活福祉資金貸付事業 99千円

●コミュニティソーシャルワーク事業
 （くらし安心相談室サンライフの設置運営）
●チャレンジ就労体験事業
●臨時小口資金貸付事業

相談支援事業 16,984千円相談支援事業 16,984千円

日常生活自立支援事業 528千円日常生活自立支援事業 528千円

障がい者自立支援居宅介護事業 1,210千円障がい者自立支援居宅介護事業 1,210千円

　障がいを持った方々に福祉サービスを提供するため、
障がい者居宅介護および重度障がい者居宅介護事業所を
運営するための経費です。

通所介護事業 82,192千円通所介護事業 82,192千円

　入浴や食事、機能訓練などの通所介護サービスを提供
するデイサービスセンターの運営のための経費です。

訪問介護事業 8,957千円訪問介護事業 8,957千円

　ご自宅に伺い身体介護・生活援助などのサービスを提
供する訪問介護事業所の運営のための経費です。

居宅介護支援事業 21,231千円居宅介護支援事業 21,231千円

　要介護認定を受けられている方のケアプラン作成など
を行う居宅介護支援事業所の運営のための経費です。

令和３年度　一般会計予算

基本方針

〈健康増進機器〉

〈高齢者筋力向上アップ教室事業〉

〈生活困窮者食糧支援事業〉

〈小学校福祉学習〉〈福祉車両貸出事業〉

　判断能力が不十分な方々に対して、本人に代わって福
祉サービスの手続きや金融機関での払い戻しや支払いの
お手伝い等のサービスを行います。
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会費募集のお知らせ 

皆様からの会費はこのように使わせていただいています！ 

　日頃は、社会福祉協議会の会費納入および事業推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上

げます。

　皆様からいただく会費は、地域福祉活動のための財源に充てさせていただいております。

　昨今の経済情勢のなか、また、コロナ禍により財源の確保も非常に厳しい状況ではありますが、

地域の皆様に安心して生活していただけるよう、現状の地域福祉活動の維持・継続や新たな事業開

拓を目指し、職員一同努めております。

　会員加入と会費納入につきましては、本年も５月より各世帯に自治会のご協力のもとでお願い

し、各種団体様、会社事業所様には社会福祉協議会の職員がお願いに伺っております。何卒、格別

のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　社会福祉協議会の活動は、住民の皆様の会費が基本的な財源となって

います。

　会費につきましては、地域ぐるみの福祉活動を啓発し、地域福祉事業

を推進するうえで欠かすことのできない重要なものとなっています！

社協の会費納入に
　　　　ご協力をお願い致します

総合的な福祉の推進に ボランティア活動の促進に 在宅福祉を推進するために

～会費は『福祉でのまちづくり』の財源です～

●社協だより・ホームページなど
　の広報費
●各地区の支え合い団体への活動支援
●生活困窮者への支援　　　　等

●ボランティアセンターの運営費
●各ボランティア団体への活動支援
●各ふれあいサロンへの活動支援
●福祉協力校（園）への助成　等

●福祉用具・福祉車両の貸出事業
　の運営費
●筋トレ機器一般開放の運営費
●食事サービスの運営費　　　等

理事会、評議員会　開催状況 

令和２年度
第３回定時理事会

３月22日（月）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：坂祝町社会福祉協議会正職員等就業規則　他３件の一部改正
　　　　　令和２年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 他全９議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について

令和３年度
第１回定時理事会

５月31日（月）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中９名、監事２名中２名
議　　事：令和２年度坂祝町社会福祉協議会事業報告
　　　　　令和２年度坂祝町社会福祉協議会会計関係書類
　　　　　評議員選任候補者の推薦
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 他全４議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について

令和２年度
第１回臨時評議員会

３月30日（火）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１２名
議　　事：令和２年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全３議案すべて可決
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会

評
議
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会

令和２年度  坂祝町シニアクラブ連合会  会長表彰令和２年度  坂祝町シニアクラブ連合会  会長表彰 順不同・敬称略

長年のシニアクラブ活動の功績を称え、６名の方が受賞されました。

シニアクラブに加入して
楽しみをいっぱい作りましょう！

令和３年度 坂祝町シニアクラブ連合会 会員数
池 端
大 針
深 萱

16名
27名
65名

雲 埋
加茂山
勝 山

20名
21名
52名

茶 屋
黒 岩
取 組

合　　計　　  293 名

15名
51名
26名

沼田 茂彦 市原 紀代美 岡崎 諦裕 森　修二 西尾 健一 小島 孝司

【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

社協だより 136号136号 社協だより

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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会費募集のお知らせ 

皆様からの会費はこのように使わせていただいています！ 

　日頃は、社会福祉協議会の会費納入および事業推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上

げます。

　皆様からいただく会費は、地域福祉活動のための財源に充てさせていただいております。

　昨今の経済情勢のなか、また、コロナ禍により財源の確保も非常に厳しい状況ではありますが、

地域の皆様に安心して生活していただけるよう、現状の地域福祉活動の維持・継続や新たな事業開

拓を目指し、職員一同努めております。

　会員加入と会費納入につきましては、本年も５月より各世帯に自治会のご協力のもとでお願い

し、各種団体様、会社事業所様には社会福祉協議会の職員がお願いに伺っております。何卒、格別

のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　社会福祉協議会の活動は、住民の皆様の会費が基本的な財源となって

います。

　会費につきましては、地域ぐるみの福祉活動を啓発し、地域福祉事業

を推進するうえで欠かすことのできない重要なものとなっています！

社協の会費納入に
　　　　ご協力をお願い致します

総合的な福祉の推進に ボランティア活動の促進に 在宅福祉を推進するために

～会費は『福祉でのまちづくり』の財源です～

●社協だより・ホームページなど
　の広報費
●各地区の支え合い団体への活動支援
●生活困窮者への支援　　　　等

●ボランティアセンターの運営費
●各ボランティア団体への活動支援
●各ふれあいサロンへの活動支援
●福祉協力校（園）への助成　等

●福祉用具・福祉車両の貸出事業
　の運営費
●筋トレ機器一般開放の運営費
●食事サービスの運営費　　　等

理事会、評議員会　開催状況 

令和２年度
第３回定時理事会

３月22日（月）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：坂祝町社会福祉協議会正職員等就業規則　他３件の一部改正
　　　　　令和２年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 他全９議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について

令和３年度
第１回定時理事会

５月31日（月）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中９名、監事２名中２名
議　　事：令和２年度坂祝町社会福祉協議会事業報告
　　　　　令和２年度坂祝町社会福祉協議会会計関係書類
　　　　　評議員選任候補者の推薦
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 他全４議案すべて可決
報告事項：会長の業務執行報告について

令和２年度
第１回臨時評議員会

３月30日（火）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１２名
議　　事：令和２年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全３議案すべて可決
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令和２年度  坂祝町シニアクラブ連合会  会長表彰令和２年度  坂祝町シニアクラブ連合会  会長表彰 順不同・敬称略

長年のシニアクラブ活動の功績を称え、６名の方が受賞されました。

シニアクラブに加入して
楽しみをいっぱい作りましょう！

令和３年度 坂祝町シニアクラブ連合会 会員数
池 端
大 針
深 萱

16名
27名
65名

雲 埋
加茂山
勝 山

20名
21名
52名

茶 屋
黒 岩
取 組

合　　計　　  293 名

15名
51名
26名

沼田 茂彦 市原 紀代美 岡崎 諦裕 森　修二 西尾 健一 小島 孝司

【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

社協だより 136号136号 社協だより

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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　町内で活躍するボランティアさんへのインタビューコーナーです！
どうしてボランティアを始めたの？ボランティアって楽しいの？
活動 PR など…お話を伺いました♪　

ボランティア活動応援助成金のご報告

令和２年度  ボランティア団体連絡協議会報告

　当社協では、地域の皆さまからいただいた会費を活用させていただき、福祉や地域活動の充実のため
に活動するボランティア団体へ助成を行っています。昨年度は、コロナの影響により活動が計画通りに
行えず、助成金を返還される団体が多くありました。
　今年も引き続きコロナの影響が心配されますが、多くの団体から申請をいただき、下記のとおり９団
体へ助成を行いました。助成を受けられたボランティア団体の皆さまには、より良い街づくり活動に活
用していただきますようお願いいたします。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
手話サークル「もみじ会」
彩の会
園芸福祉ボランティア「花っこ」
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
そば打ち「和む会」
昔話を伝える会
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」
多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和２年度  実績報告】 単位：円

合　　計

助成額 助成充当額 返還額 実 績 内 容
5,572

15,000
23,000
15,000
23,180
15,000
13,927
30,000
5,000

50,000
30,000

225,679

5,572
0

13,352
14,200

0
10,152
13,927
30,000

0
8,794

15,151
111,148

0
15,000
9,648

800
23,180
4,848

0
0

5,000
41,206
14,849

114,531

テキスト購入
コロナにより活動未実施
鉢植え用の土・花苗購入
年会費、おもちゃ購入
コロナにより活動未実施
年会費
種・苗・肥料購入
そば打ち講習実施
コロナにより活動未実施
コロナにより活動縮小、食材・消耗品購入
コロナにより活動縮小、食材・消耗品購入

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
勝栄会
手話サークル「もみじ会」
彩の会
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」
多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和３年度  助成報告】

▼新しくボランティア団体連絡協議会に加入されました！

単位：円

合　　計

助成額 助 成 内 容
50,000
10,320
15,000
3,130

23,180
15,000
13,927
30,000
30,000

190,557

マルチチッパー購入費の一部
活動練習時の施設使用料
臨床美術実施時の消耗品購入費
おもちゃ図書館連絡会年会費
そば振る舞い費用
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
野菜の苗・肥料等材料費
食堂開催にかかわる食材・消耗品費
活動にかかわる消耗品・食材費

※ボラ連＝坂祝町ボランティア団体連絡協議会

坂祝町社協
ボランティア

（令和3年5月31日現在）

●ボラ連　登録団体【２８団体】････････６５３名
　　　　　未登録団体【７団体】･･････････７２名
●個人ボランティア登録者 ････････････････１名

延べ登録者  ７２６名
登録状況

第10回は… です！森　 則子さん

どんな活動をしているの？

➡『調理ボランティア１班』で活動をしています。社協でやっている「食事サービス」という事業
が月に２回あって、そのうちの１回を担当して中央公民館の調理室で利用者の皆さんに配る
お弁当を作っています。管理栄養士の方が作られたレシピをみて、メンバーで手分けをして
毎回約２０名分作っています。限られたスペースで、どんな風に盛り付けたらいいかメン
バーと相談して、工夫しながら楽しんで活動しています。なじみのないレシピもたまにある
けど、勉強にもなるし臨機応変に対応しています。

活動をしていて感じることは？

➡利用者の方がお弁当を開けた時に喜んでもらえるように心がけ、彩りを考えながら盛り付け
をしていて、たまにレシピのなかには手間のかかるメニューもあって、限られた時間で人数
分のお弁当を作るのが大変な時もあるけど、できあがった時には達成感があります。

　ボランティアを始めて２０年以上になるけど、自分の好きなことで楽しく活動ができてるか
ら苦にならずに続けて来れたと思います。

ボランティアを始めたきっかけは？

読んでいる皆さんに一言！

➡今のメンバーは７０代８０代の方々も頑張って活動をしています。何をするにも世代交代が
必要になってくるので、何か得意なことを活かして、ぜひ若い世代の方々にもボランティア活
動に興味を持ってやってもらえると嬉しいです。

次回は 「松田 弘美さん」 です！

▲活動時の様子

▲食事サービス
　のお弁当

教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん

➡最初は、仕事を探していたけどなかなか見つからなくて、自分に得手なことで何かできるこ
とはないかと考えていた。近所の方が調理ボランティアをやってみえたことを知っていて、
調理なら昔から母の姿を見ていて、季節のものを使っていろいろと作るのが好きだし、自分
も苦にならずにできるかなと思って。やっている方も近所で知っている方たちばっかりで、
一緒なら心強いなという思いもあって、自分から申し入れて始めたのがきっかけ。

団 体 名：勝栄会 【設立年月：昭和５０年６月】
活動目的：町の観光拠点である猿啄城（城山）の登山道及び周辺の清掃・整備による登山者の安全安心の確保。　

また、迫間川流域の桜並木やあじさいの害虫駆除や適度な枝切りなどによる樹木の環境美化・保全。
活動内容：年２回、時期に合わせて迫間川桜の枝切り剪定、川一帯の清掃、樹木の消毒、猿啄城の登山道及び周辺の整備等

▼活動終了・解散団体
団 体 名：花っこ 【活動期間：１５年（平成１８年３月～令和３年３月）】
理　　由：活動できるメンバーが少なくなり、活動の継続が難しくなったため。

　デイサービスでの園芸活動や、福祉・健康フェスティバルでのこけ玉作り協力など、
長年にわたり活動をしてくださいました。ありがとうございました！

ありがとう

ございました

社協だより 136号136号 社協だより 67

ボランティアだよりボランティアだより
第85号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



　町内で活躍するボランティアさんへのインタビューコーナーです！
どうしてボランティアを始めたの？ボランティアって楽しいの？
活動 PR など…お話を伺いました♪　

ボランティア活動応援助成金のご報告

令和２年度  ボランティア団体連絡協議会報告

　当社協では、地域の皆さまからいただいた会費を活用させていただき、福祉や地域活動の充実のため
に活動するボランティア団体へ助成を行っています。昨年度は、コロナの影響により活動が計画通りに
行えず、助成金を返還される団体が多くありました。
　今年も引き続きコロナの影響が心配されますが、多くの団体から申請をいただき、下記のとおり９団
体へ助成を行いました。助成を受けられたボランティア団体の皆さまには、より良い街づくり活動に活
用していただきますようお願いいたします。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
手話サークル「もみじ会」
彩の会
園芸福祉ボランティア「花っこ」
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
そば打ち「和む会」
昔話を伝える会
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」
多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和２年度  実績報告】 単位：円

合　　計

助成額 助成充当額 返還額 実 績 内 容
5,572

15,000
23,000
15,000
23,180
15,000
13,927
30,000
5,000

50,000
30,000

225,679

5,572
0

13,352
14,200

0
10,152
13,927
30,000

0
8,794

15,151
111,148

0
15,000
9,648

800
23,180
4,848

0
0

5,000
41,206
14,849

114,531

テキスト購入
コロナにより活動未実施
鉢植え用の土・花苗購入
年会費、おもちゃ購入
コロナにより活動未実施
年会費
種・苗・肥料購入
そば打ち講習実施
コロナにより活動未実施
コロナにより活動縮小、食材・消耗品購入
コロナにより活動縮小、食材・消耗品購入

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
勝栄会
手話サークル「もみじ会」
彩の会
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」
多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和３年度  助成報告】

▼新しくボランティア団体連絡協議会に加入されました！

単位：円

合　　計

助成額 助 成 内 容
50,000
10,320
15,000
3,130

23,180
15,000
13,927
30,000
30,000

190,557

マルチチッパー購入費の一部
活動練習時の施設使用料
臨床美術実施時の消耗品購入費
おもちゃ図書館連絡会年会費
そば振る舞い費用
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
野菜の苗・肥料等材料費
食堂開催にかかわる食材・消耗品費
活動にかかわる消耗品・食材費

※ボラ連＝坂祝町ボランティア団体連絡協議会

坂祝町社協
ボランティア

（令和3年5月31日現在）

●ボラ連　登録団体【２８団体】････････６５３名
　　　　　未登録団体【７団体】･･････････７２名
●個人ボランティア登録者 ････････････････１名

延べ登録者  ７２６名
登録状況

第10回は… です！森　 則子さん

どんな活動をしているの？

➡『調理ボランティア１班』で活動をしています。社協でやっている「食事サービス」という事業
が月に２回あって、そのうちの１回を担当して中央公民館の調理室で利用者の皆さんに配る
お弁当を作っています。管理栄養士の方が作られたレシピをみて、メンバーで手分けをして
毎回約２０名分作っています。限られたスペースで、どんな風に盛り付けたらいいかメン
バーと相談して、工夫しながら楽しんで活動しています。なじみのないレシピもたまにある
けど、勉強にもなるし臨機応変に対応しています。

活動をしていて感じることは？

➡利用者の方がお弁当を開けた時に喜んでもらえるように心がけ、彩りを考えながら盛り付け
をしていて、たまにレシピのなかには手間のかかるメニューもあって、限られた時間で人数
分のお弁当を作るのが大変な時もあるけど、できあがった時には達成感があります。

　ボランティアを始めて２０年以上になるけど、自分の好きなことで楽しく活動ができてるか
ら苦にならずに続けて来れたと思います。

ボランティアを始めたきっかけは？

読んでいる皆さんに一言！

➡今のメンバーは７０代８０代の方々も頑張って活動をしています。何をするにも世代交代が
必要になってくるので、何か得意なことを活かして、ぜひ若い世代の方々にもボランティア活
動に興味を持ってやってもらえると嬉しいです。

次回は 「松田 弘美さん」 です！

▲活動時の様子

▲食事サービス
　のお弁当

教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん教えて！ボランティアさん

➡最初は、仕事を探していたけどなかなか見つからなくて、自分に得手なことで何かできるこ
とはないかと考えていた。近所の方が調理ボランティアをやってみえたことを知っていて、
調理なら昔から母の姿を見ていて、季節のものを使っていろいろと作るのが好きだし、自分
も苦にならずにできるかなと思って。やっている方も近所で知っている方たちばっかりで、
一緒なら心強いなという思いもあって、自分から申し入れて始めたのがきっかけ。

団 体 名：勝栄会 【設立年月：昭和５０年６月】
活動目的：町の観光拠点である猿啄城（城山）の登山道及び周辺の清掃・整備による登山者の安全安心の確保。　

また、迫間川流域の桜並木やあじさいの害虫駆除や適度な枝切りなどによる樹木の環境美化・保全。
活動内容：年２回、時期に合わせて迫間川桜の枝切り剪定、川一帯の清掃、樹木の消毒、猿啄城の登山道及び周辺の整備等

▼活動終了・解散団体
団 体 名：花っこ 【活動期間：１５年（平成１８年３月～令和３年３月）】
理　　由：活動できるメンバーが少なくなり、活動の継続が難しくなったため。

　デイサービスでの園芸活動や、福祉・健康フェスティバルでのこけ玉作り協力など、
長年にわたり活動をしてくださいました。ありがとうございました！

ありがとう

ございました

社協だより 136号136号 社協だより 67

ボランティアだよりボランティアだより
第85号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



　この事業は、平成３０年４月から開始しており、仕事をしていない期間の長期化や障がいや疾病
を抱えて社会復帰に消極的な方、引きこもり等で社会生活を営む上で自己管理を含めた訓練が必要
な方など、様々な事情から一般的な求職活動や就労が困難な方に対し、就労につながる体験活動の
場を提供しています。また就労に向けた基礎能力の形成と社会的な居場所づくり、就労意欲の向上
を図ることを目的とし、一般就労に向けたステップのひとつとしても活用されています。

「チャレンジ就労体験事業」実施しています！

就労支援員がサポートさせていただきます！
まずは「くらし安心相談室サンライフ」までお気軽にご相談ください！

今まで働いたことが
なくて…就職をしても
上手くいくか不安。

病気でしばらく仕事から
離れていた…生活面の
相談もしながら
働く先を見つけたい。

こ
ん
な

お
悩
み
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

仕事もせず、外出もしない
家族がいる。このままでは
いけないと思うけど…
どうしたらいいのかしら。

　個別相談支援体制の強化を目的として、地域課題や個別の生活課題の解決に向けて「くらし安
心相談室サンライフ」を開設しています。あらゆる生活上の不安や地域のなかでの悩みなどにつ
いて、社会福祉士等の相談員（コミュニティーソーシャルワーカー）が関係機関や地域の方々と
連携し、一緒に問題を整理しながら、解決に向けてお手伝いいたします！
　小さなお子さんや高齢者など世代を問わず地域の皆様を対象に、福祉のことだけに限らず様々
な相談を承っています。自分や家族のことだけでなく、お知り合いでお困りの方のことでも構い
ません。困った時は、まずご相談ください。

くらし安心相談室 サンライフ

お気軽にご相談ください

▼このようなご相談を承っています！▼

●収入が不安定
●借金が多くて返済できない
●ひきこもり状態の家族がいる
●近所にゴミ屋敷になっている家がある
●何をどこに相談していいかわからない
　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

ケガをして仕事から長く
離れていて、生活のリズムが
崩れてしまっている。働くため
にまず通う練習をしないと。

坂祝町居宅介護支援事業所より 坂祝町居宅介護支援事業所より 

坂祝町デイサービスセンターより 坂祝町デイサービスセンターより 

　とにかくポジティブで「悪いことがあっても笑っていれば良いことが起こる。」とい

つも笑顔の志津子様。畑仕事が大好き。100歳になられた今も、少し離れた畑まで出か

けて土づくりから収穫までを楽しんで取り組まれています。

　ご家族からの「おばあちゃんの作るトウモロコシやキュウリは、とてもおいしい！ひ

孫も喜んで食べていて、みんな楽しみにしている。」との言葉を受けて、今年の畑作り

の構想に思いを巡らされてみえました。

家族からのお祝いの色紙を手に「101歳も皆でお祝いをしたいね」と素敵な笑顔。

　令和３年度４月に介護保険の改正がありました。

　その中で自宅で入浴されている方に対して、継続的に

自宅での入浴ができるようにデイサービスが個別に計画

をたてて、入浴時間に入浴動作に合わせたリハビリ等の

サポートをさせていただく加算もできました。

　入浴動作に限らず、今出来る生活動作を伸ばしたり、

継続的に行うことは、とても大切なことです。できる

限り自立した生活が維持できるよう意識していきま

しょう！！

当事業所をご利用いただいている 小関 志津子 様が
3月18日に100歳を迎えられました！

おめでとうございます！

社協だより 136号136号 社協だより

くらし安心相談室より介護サービス課より
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　この事業は、平成３０年４月から開始しており、仕事をしていない期間の長期化や障がいや疾病
を抱えて社会復帰に消極的な方、引きこもり等で社会生活を営む上で自己管理を含めた訓練が必要
な方など、様々な事情から一般的な求職活動や就労が困難な方に対し、就労につながる体験活動の
場を提供しています。また就労に向けた基礎能力の形成と社会的な居場所づくり、就労意欲の向上
を図ることを目的とし、一般就労に向けたステップのひとつとしても活用されています。

「チャレンジ就労体験事業」実施しています！

就労支援員がサポートさせていただきます！
まずは「くらし安心相談室サンライフ」までお気軽にご相談ください！

今まで働いたことが
なくて…就職をしても
上手くいくか不安。

病気でしばらく仕事から
離れていた…生活面の
相談もしながら
働く先を見つけたい。

こ
ん
な

お
悩
み
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

仕事もせず、外出もしない
家族がいる。このままでは
いけないと思うけど…
どうしたらいいのかしら。

　個別相談支援体制の強化を目的として、地域課題や個別の生活課題の解決に向けて「くらし安
心相談室サンライフ」を開設しています。あらゆる生活上の不安や地域のなかでの悩みなどにつ
いて、社会福祉士等の相談員（コミュニティーソーシャルワーカー）が関係機関や地域の方々と
連携し、一緒に問題を整理しながら、解決に向けてお手伝いいたします！
　小さなお子さんや高齢者など世代を問わず地域の皆様を対象に、福祉のことだけに限らず様々
な相談を承っています。自分や家族のことだけでなく、お知り合いでお困りの方のことでも構い
ません。困った時は、まずご相談ください。

くらし安心相談室 サンライフ

お気軽にご相談ください

▼このようなご相談を承っています！▼

●収入が不安定
●借金が多くて返済できない
●ひきこもり状態の家族がいる
●近所にゴミ屋敷になっている家がある
●何をどこに相談していいかわからない
　　　　　　　　　　　　　　　　　等々

ケガをして仕事から長く
離れていて、生活のリズムが
崩れてしまっている。働くため
にまず通う練習をしないと。

坂祝町居宅介護支援事業所より 坂祝町居宅介護支援事業所より 

坂祝町デイサービスセンターより 坂祝町デイサービスセンターより 

　とにかくポジティブで「悪いことがあっても笑っていれば良いことが起こる。」とい

つも笑顔の志津子様。畑仕事が大好き。100歳になられた今も、少し離れた畑まで出か

けて土づくりから収穫までを楽しんで取り組まれています。

　ご家族からの「おばあちゃんの作るトウモロコシやキュウリは、とてもおいしい！ひ

孫も喜んで食べていて、みんな楽しみにしている。」との言葉を受けて、今年の畑作り

の構想に思いを巡らされてみえました。

家族からのお祝いの色紙を手に「101歳も皆でお祝いをしたいね」と素敵な笑顔。

　令和３年度４月に介護保険の改正がありました。

　その中で自宅で入浴されている方に対して、継続的に

自宅での入浴ができるようにデイサービスが個別に計画

をたてて、入浴時間に入浴動作に合わせたリハビリ等の

サポートをさせていただく加算もできました。

　入浴動作に限らず、今出来る生活動作を伸ばしたり、

継続的に行うことは、とても大切なことです。できる

限り自立した生活が維持できるよう意識していきま

しょう！！

当事業所をご利用いただいている 小関 志津子 様が
3月18日に100歳を迎えられました！

おめでとうございます！

社協だより 136号136号 社協だより

くらし安心相談室より介護サービス課より
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ご寄付
ありがとう
ございました

令和３年３月１日から令和３年５月３１日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。

ご希望の方は、
下記までお電話、
もしくは直接窓口
にてお申し込み
ください。

●サンサン体操 様 ………

●美濃加茂市社会福祉協力会 様
　……………………………

●匿名 様 ………………

●匿名 様 …………………

●匿名 様 ……………………

5,000円

50,000円
500,000円

50,000円
5,675円

身体障がい者
相　　　　談

身体に障がいのある方の
様々な相談に応じます。

法律相談 法律に関わる様々な相談
に応じます。

年金相談
年金に関わる様々な相談
に応じます。

令和３年７月１３日（火）13:30～15:00
令和３年９月１４日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

日　時

相談員

令和３年７月１５日（木）13:30～15:00
令和３年９月１６日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

令和３年６月１８日（金）13:00～16:00
令和３年８月１６日（月）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員

令和３年６月２２日（火）11:00～12:00
社会保険労務士

日　時
相談員

一般相談
日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。

無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

社会保険労務士による年金相談を行っています！ 社会保険労務士による年金相談を行っています！ 
　日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化して

います。「国民年金」や「厚生年金」の相談はもちろん、「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の

生活を支える「老齢年金」以外の給付制度など、意外と知られていない年金もあります。

　年金に関するプロである社会保険労務士が様々な悩みを解決してくださいます。

　ぜひこの機会にご相談してみてはいかがですか。

　新型コロナウイルス感染症が蔓延してから、１年以上が経過しこの間、日常生活の中で

当たり前だった人と人との直接的なコミュニケーションが制限され、気持ちや体力が低下

する方が多くなってきました。

　新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、現在は、新型コロナウイルスが日常

生活の中に存在する前提で様々な活動を進めていく必要があります。

　総合福祉会館サンライフさかほぎでは、感染対策に留意しながら、介護予防の教室や貸

館などの活動が始まっています。

　皆様には引き続き大変ご不便をおかけいたしますが、感染を未然に防ぐためにご協力賜

りますようお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、休館する場合があります。

日時 年３回　6月22日（火）・10月26日（火）・2月22日（火）
 午前11時から12時まで

総合福祉会館サンライフさかほぎ

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

感染症対策の取り組み

定員 各回３名（１組あたり20分程度）
料金 無料
場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ
※事前に予約が必要ですので、ご希望の方は下記までご連絡ください。

〇何度もトラブルを起こしている問題社員がいる…
〇賃金や労働時間を見直したいけど誰に相談すれば…

年金を貰いながら働くと
年金が減額されるの？

「障害年金」の請求って
どうすればいいの？

死亡した際に
支払われる

「遺族年金」って？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 仕事に関する相談にも応じます！－－－－－－－－－－－－－－－－－－
〇残業代を払ってもらえない…
〇突然「明日から来なくていい！」って言われても… 職員紹介 坂 下　 彩

介護サービス課　通所介護係（４月１日付）

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

▼玄関 ▼訓練室

With コロナ  ～コロナとともに～With コロナ  ～コロナとともに～

寄
付
金

●シニアヨガクラブ 様
　………

●匿名 様 …………………

●匿名 様 ……

除菌ウェットティッシュ 4個
未使用切手

不織布マスク 500枚

寄
付
物
品

検温・消毒・来館者名簿記入をお願いしています。
また、来館時の滞在を１時間以内でお願いしてい
ます。

使用前に各自消毒をしていただき、パーテーション
や空間除菌脱臭機を使用して対策をしています。

ありがとうございました！ありがとうございました！

社協だより 136号136号 社協だより

総合福祉会館からのお知らせ
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ご寄付
ありがとう
ございました

令和３年３月１日から令和３年５月３１日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。

ご希望の方は、
下記までお電話、
もしくは直接窓口
にてお申し込み
ください。

●サンサン体操 様 ………

●美濃加茂市社会福祉協力会 様
　……………………………

●匿名 様 ………………

●匿名 様 …………………

●匿名 様 ……………………

5,000円

50,000円
500,000円

50,000円
5,675円

身体障がい者
相　　　　談

身体に障がいのある方の
様々な相談に応じます。

法律相談 法律に関わる様々な相談
に応じます。

年金相談
年金に関わる様々な相談
に応じます。

令和３年７月１３日（火）13:30～15:00
令和３年９月１４日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

日　時

相談員

令和３年７月１５日（木）13:30～15:00
令和３年９月１６日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

令和３年６月１８日（金）13:00～16:00
令和３年８月１６日（月）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員

令和３年６月２２日（火）11:00～12:00
社会保険労務士

日　時
相談員

一般相談
日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。

無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

社会保険労務士による年金相談を行っています！ 社会保険労務士による年金相談を行っています！ 
　日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化して

います。「国民年金」や「厚生年金」の相談はもちろん、「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の

生活を支える「老齢年金」以外の給付制度など、意外と知られていない年金もあります。

　年金に関するプロである社会保険労務士が様々な悩みを解決してくださいます。

　ぜひこの機会にご相談してみてはいかがですか。

　新型コロナウイルス感染症が蔓延してから、１年以上が経過しこの間、日常生活の中で

当たり前だった人と人との直接的なコミュニケーションが制限され、気持ちや体力が低下

する方が多くなってきました。

　新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、現在は、新型コロナウイルスが日常

生活の中に存在する前提で様々な活動を進めていく必要があります。

　総合福祉会館サンライフさかほぎでは、感染対策に留意しながら、介護予防の教室や貸

館などの活動が始まっています。

　皆様には引き続き大変ご不便をおかけいたしますが、感染を未然に防ぐためにご協力賜

りますようお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、休館する場合があります。

日時 年３回　6月22日（火）・10月26日（火）・2月22日（火）
 午前11時から12時まで

総合福祉会館サンライフさかほぎ

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

感染症対策の取り組み

定員 各回３名（１組あたり20分程度）
料金 無料
場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ
※事前に予約が必要ですので、ご希望の方は下記までご連絡ください。

〇何度もトラブルを起こしている問題社員がいる…
〇賃金や労働時間を見直したいけど誰に相談すれば…

年金を貰いながら働くと
年金が減額されるの？

「障害年金」の請求って
どうすればいいの？

死亡した際に
支払われる

「遺族年金」って？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 仕事に関する相談にも応じます！－－－－－－－－－－－－－－－－－－
〇残業代を払ってもらえない…
〇突然「明日から来なくていい！」って言われても… 職員紹介 坂 下　 彩

介護サービス課　通所介護係（４月１日付）

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

▼玄関 ▼訓練室

With コロナ  ～コロナとともに～With コロナ  ～コロナとともに～

寄
付
金

●シニアヨガクラブ 様
　………

●匿名 様 …………………

●匿名 様 ……

除菌ウェットティッシュ 4個
未使用切手

不織布マスク 500枚

寄
付
物
品

検温・消毒・来館者名簿記入をお願いしています。
また、来館時の滞在を１時間以内でお願いしてい
ます。

使用前に各自消毒をしていただき、パーテーション
や空間除菌脱臭機を使用して対策をしています。

ありがとうございました！ありがとうございました！

社協だより 136号136号 社協だより
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総合福祉会館からのお知らせ



社協だより 136号 12

July

August

September

坂祝町
社会福祉協議会

坂祝町社会福祉協議会はTwitterと
Facebookの公式アカウントより、

最新の情報を発信しています。
ぜひご覧ください。

公式アカウントのお知らせ
開放時間 9：00～16：00

8：30～17：30

お詫び

休館日 毎週日曜日SNS

Twitter

Facebook

※現在、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、サンライフさかほぎは開放時間を短
縮し、一般利用の方は滞在時間を１時間程度とさせていただいております。また、一般
浴、カラオケ、囲碁・将棋等のご利用は休止しております。開館状況については、坂祝町
社会福祉協議会のホームページ・Facebook等で随時お知らせさせていただきます。

 一日も早く収束し、皆様の集いの場として開放できることを職員一同、心より願っておりま
す。皆様もくれぐれもお体に気を付けてお過ごしください。

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、行事が中止となる場合が
あります。

　社協だより１３５号２ページにおいて、共同募金結果報告をさせ
ていただきましたが、寄付者一覧『その他の募金』の中に、「鳩吹会」
の記載が漏れておりました。訂正しお詫び申し上げます。
　鳩吹会の皆さま、ご協力ありがとうございました！

1日(木)
7日(水)
8日(木)
9日(金)
10日(土)
12日(月)
13日(火)

13:30～14:30
11:30～12:30
10:30～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
9:30～10:30

健康相談
食事サービス
きらきらパーク
茶屋ふれあいサロン
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
加茂山ふれあいサロン
健康相談

サンライフ
利用者宅へ
サンライフ
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
サンライフ

15日(木)
19日(月)
21日(水)
22日(木)
23日(金)
30日(金)

11:30～14:00
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
13:30～15:00
11:30～12:30

勝山ふれあいサロン
取組ふれあいサロン
雲埋ふれあいサロン
おもちゃ図書館
大針ふれあいサロン
食事サービス

勝山公民館
取組西公民館
雲埋公民館
サンライフ
大針公民館
利用者宅へ

4日(水)
5日(木)
9日(月)
10日(火)
11日(水)
14日(土)
16日(月)

13:30～14:30
10:00～11:30
10:00～11:30
13:00～14:30
11:30～12:30
10:00～11:30
13:30～15:00

健康相談
きらきらパーク・アンブレラ合同サロン
加茂山ふれあいサロン
中組ふれあいサロン
食事サービス
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
取組ふれあいサロン

サンライフ
サンライフ
加茂山第２集会所
中組公民館
利用者宅へ
サンライフ
取組西公民館

18日(水)
19日(木)
20日(金)

26日(木)
27日(金)

13:30～15:00
13:30～15:00
9:30～10:30
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00

雲埋ふれあいサロン
勝山ふれあいサロン
健康相談
茶屋ふれあいサロン
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン

雲埋公民館
勝山公民館
サンライフ
茶屋公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館

1日(水)
3日(金)
9日(木)
11日(土)
13日(月)

11:30～12:30
13:30～14:30
10:30～11:30
10:00～11:30
10:00～11:30

食事サービス
健康相談
きらきらパーク
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
加茂山ふれあいサロン

利用者宅へ
サンライフ
サンライフ
サンライフ
加茂山第２集会所

17日(金)
23日(木)
24日(金)

27日(月)

9:30～10:30
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00
13:30～15:00

健康相談
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン

サンライフ
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館
一色公民館

7月

7・8・9月

8月

9月

行 事 予 定行 事 予 定

相談等受付窓口 ご相談でご来館の際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
〈問い合わせ先〉坂祝町社会福祉協議会　☎２７-１２２２


