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収入 支出

令和３年度
坂祝町社会福祉協議会

令和３年度

経常経費
補助金収入

25,248,506円

受託金収入
45,677,625円

介護保険
事業収入

103,481,359円

その他の活動による
支出　　　　　329,669円

共同募金配分金
事業費支出　1,539,087円

固定資産取得
支出　　 　　  323,470円

ファイナンス・リース債務
の返済支出　6,374,260円

その他の活動に
よる収入 16,274円

積立資産取崩
収入　  750,000円

会費収入　3,212,700円

貸付事業収入 350,000円

事業収入　　 721,596円

負担金収入　 107,450円

寄付金収入　865,675円

その他の収入　 481,141円

受取利息配当金収入 1,270円

助成金支出　　763,405円

貸付事業支出　380,000円

積立資産支出 2,918,680円

施設整備等補助金
収入　　　　　 315,370円

障がい福祉サービス等
事業収入　　 1,330,680円

人件費支出
125,558,648円

事業費支出
24,257,645円

事事 業業 報報 告告

収収 支支 報報 告告

法人運営事業
●理事会（５回）、評議員会（４回）の開催
●福祉課・子ども課との連絡
　調整会議（４回）
●災害ボランティアセンター
　立ち上げ訓練の実施

●シニアクラブ協助員業務受託
●支え合い団体への活動支援
●「さかほぎ社協だより」の発行（４回）
●ホームページの定期的な更新（Facebook ＆ Twitter 更新）
●子ども･子育て支援（きらきらパーク）※中止

受託事業
●生活支援コーディネーター事業
●高齢者筋力向上トレーニング事業
　20回コース（２回11名）８回コース（２回18名）

●ふれあいサロン支援事業
 （５地区23回開催　延べ353名）
●軽度生活援助事業（実績なし）

相談支援事業
●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運営
 （相談件数3,605件　相談者数1,424名）
●臨時小口資金貸付（相談12件　貸付10件）
●福祉一時金支給（実績なし）

●チャレンジ就労体験事業
 （活動日数143日
　利用者19名
　就労者数12名）
●生活困窮者食糧支援事業
 （一般世帯　51世帯 89名）

居宅介護支援事業 訪問介護事業
●利用者数　延べ1,384名（月平均115.3名）

生活福祉資金貸付事業（県社協受託）
●緊急小口資金 ●総合支援資金（延長、再貸付含む）

共同募金配分金事業
●ふれあいサロン助成支援事業（11団体）
●施設入所者激励訪問（21名）
●ひとり親家庭クリスマスプレゼント（51名）
●老人福祉施設クリスマスプレゼント（10施設）
●介護用品支給、寝具クリーニング、灯油購入助成（73名）
●ひとり暮らし高齢者等への年賀状配付（152名）
●ボランティアセンター機器整備事業
 （ワイヤレスアンプ・マイクの購入）

●災害ボランティアセンター
　機器整備事業
 （テント、ベルトスタンドの購入）
●共同募金委員会運営
　委員会の開催（３回）

ボランティア事業
●ボランティアセンターの運営（登録724名）
●ボランティア団体連絡協議会事務（29団体）
●ボランティア交流会の開催　※中止
●福祉協力校（園）事業（２園２校で実施）
●福祉学習への対応（坂祝幼稚園・坂祝中学校1年生）
●福祉まちづくり活動応援助成事業（９団体）

在宅福祉事業
●福祉用具貸出事業
 （特殊寝台 １件：車いす 26件：簡易ベッド 2
 　件：アシストシルバーカー ２件）
●福祉車両貸出事業
 （156件  家族利用 38件：支え合い団体・ふれあいサロ
　 ン・公民館開放 42件：包括支援センター教室 76件）

●食事サービス事業（24回、利用者24名）
●筋力アップトレーニング機器一般開放
　　一般開放　304日　延べ1,867名
　　オリエンテーション　５回　12名受講
　　スキルアップ相談日　８回　 ８名相談
●傾聴ボランティアによる在宅訪問事業（支援）※中止

総合福祉会館指定管理事業
●サンライフさかほぎ利用状況
 （開館日278日　延べ12,194名利用）

●心配ごと相談所の開設（一般相談 ２件　法律相
　談 25件　身障相談 ０件　年金相談 ５件）
●福祉健康フェスティバルの開催　※中止

日常生活自立支援事業（県社協委託）
●日常生活自立支援事業 ５件（新規 ２件　継続 ３件　終結 ０件）

相談者数 貸付決定者数

22 名 21 名 （不承認者１名）

貸 付 額

4,200,000円

相談者数 貸付決定者数

116 名 115 名 （不承認者１名）

貸 付 額

57,345,000円

●利用者数　延べ298名
●利用回数　延べ2,888回（月平均246.0回）
●利用時間数　延べ2,202.25時間（月平均183.5時間）

通所介護事業

収入合計　182,559,646円 支出合計　177,755,763円

障がい者自立支援居宅介護事業
●利用者数　延べ738名
●利用回数　延べ7,499回
●開設日数　309日（1日平均24.27名）

●利用者数　延べ57名
●利用回数　延べ416回（月平均34.7回）
●利用時間数　延べ298.25時間（月平均24.9時間）

事務費支出
15,310,899円
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　共同募金運動が１０月１日から全国一斉に始まります。

　今年で７６回を迎える共同募金運動は、住民相互の助け合いによる住民参加型の地域福祉活

動です。毎年、町民の皆様からあたたかいご支援をいただき、坂祝町の地域福祉推進のために

活用させていただいています。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活はもちろん、地域におけるさまざまな活

動にも影響が及んでいます。このような時代だからこそ、『人と人』や『人と地域』のつながり

が大切です。募金の多くが地元で活用され、『まちづくり』に大きくつながる活動であり、皆様

のご支援によって成り立っている赤い羽根共同募金運動にぜひご協力をお願いいたします。

　町に配分された約７割が赤い羽根共同募金事業費として、令和５年度に町内の福祉施設等へ
の活動の経費や必要機器の購入費として活用させていただきます。

皆様のあたたかいご支援をお待ちしております

坂祝町共同募
金委員会より

インターネット募金ができます！＊共同募金に関する詳細は、以下のホームページをご覧ください。

＊赤い羽根共同募金ＨＰの「寄附する」から都道府県・市町村を選択し、必要事項をご記入ください。

皆様のご協力をお願いいたします！

職域募金
各施設・学校等の職員の

方々に呼びかけ

学校募金
町内の小中学校の児童や

生徒に呼びかけ

戸別募金
自治会のご協力のもと、

各家庭にご協力依頼

街頭募金
スーパーの出入口や

イベント時、来られている
方々に呼びかけ

募金箱
町内の公共施設や

施設等の窓口に設置

法人募金
町内の企業等にご協力依頼

ガチャガチャ募金
総合福祉会館サンライフ

さかほぎ内に設置
街頭募金時も設置

赤い羽根

募金運動の
種　類

募金運動の
種　類

赤い羽根募金

　町に配分された約３割が歳末たすけあい事業費として、令和４年度に歳末（年末年始）の事
業費として活用させていただきます。

歳末たすけあい募金

中 央 共 同 募 金 会 https://www.akaihane.or.jp/

坂祝町社会福祉協議会 https://www.sakasyakyou.jp/

ボランティアセンター機器整備事業

生活困窮者食糧支援事業災害ボランティアセンター機器整備事業

福祉車両貸出事業への充填機関誌「さかほぎ社協だより」の発行

その他、以下の事業にも活用
させていただきました！ 

  ●認知症サポーター養成講座
  ●ふれあいサロン助成事業

一人暮らし高齢者、高齢者世帯への年賀状配布
（小学生が描いた年賀状）

施設入所者へのプレゼント
（中学生の手作りプレゼント受けとりの様子）

その他、以下の事業にも活用
させていただきました！ 

  ●福祉施設入所者慰問
  ●一人親家庭
  　クリスマスプレゼント贈呈
  ●要援護高齢者、障がい者(児)
  　への生活支援

【昨年度活用実績】

【昨年度活用実績】

│使いみち詳細はこちら│

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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町内の小中学校の児童や

生徒に呼びかけ

戸別募金
自治会のご協力のもと、

各家庭にご協力依頼

街頭募金
スーパーの出入口や

イベント時、来られている
方々に呼びかけ

募金箱
町内の公共施設や

施設等の窓口に設置

法人募金
町内の企業等にご協力依頼

ガチャガチャ募金
総合福祉会館サンライフ

さかほぎ内に設置
街頭募金時も設置

赤い羽根

募金運動の
種　類

募金運動の
種　類

赤い羽根募金

　町に配分された約３割が歳末たすけあい事業費として、令和４年度に歳末（年末年始）の事
業費として活用させていただきます。

歳末たすけあい募金

中 央 共 同 募 金 会 https://www.akaihane.or.jp/

坂祝町社会福祉協議会 https://www.sakasyakyou.jp/

ボランティアセンター機器整備事業

生活困窮者食糧支援事業災害ボランティアセンター機器整備事業

福祉車両貸出事業への充填機関誌「さかほぎ社協だより」の発行

その他、以下の事業にも活用
させていただきました！ 

  ●認知症サポーター養成講座
  ●ふれあいサロン助成事業

一人暮らし高齢者、高齢者世帯への年賀状配布
（小学生が描いた年賀状）

施設入所者へのプレゼント
（中学生の手作りプレゼント受けとりの様子）

その他、以下の事業にも活用
させていただきました！ 

  ●福祉施設入所者慰問
  ●一人親家庭
  　クリスマスプレゼント贈呈
  ●要援護高齢者、障がい者(児)
  　への生活支援

【昨年度活用実績】

【昨年度活用実績】

│使いみち詳細はこちら│

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

あなたの「楽しみ」見つけてくださいあなたの「楽しみ」見つけてください

環境美化活動

楽しい活動が
いっぱい！

シニアクラブでは、いきがい活動や健康づくり、仲間づくり、地域の清掃等の社会貢
献活動などの様々な活動を行っています。
シニアクラブに加入して、仲間と共に楽しい時間を過ごしましょう！

　坂祝町にはボランティア団体同士の情報交換や交流を目的としたボランティア団体連絡協議会が
あり、現在、２７団体が登録し、地域でさまざまな活動を行っています。時代の流れやコロナの影
響により、人とのつながりや支え合いが希薄化するなか、ボランティア活動が地域の支えとなり、「誰
もが安心して暮らせるまちづくり」の一役を担っています。
　「何かできることはないかな？」とお考えの方、ぜひお待ちしています！

各地区の公民館で月に１回、サロンを行っています。
ボランティアや講師を呼んで体操
や歌・楽器を聴いたり、季節の物
づくりなどをして地域の高齢者の
方々と交流をしています。

シニアクラブ

ゴミ拾い・花いっぱい運動

雲埋シニアクラブ花壇

シニア歌を楽しむ会

仲間づくり

趣味サークル

研修・旅行

レクリエーション
新型コロナウイルス感染症に注意しながら、
シニアクラブ内のサークル活動を行っています！

日帰り旅行

サークル名 曜  日 時  間

※開催場所は、すべて総合福祉会館サンライフさかほぎです。

シニア健康麻雀クラブ
シニア仲良し将棋クラブ
シニア囲碁クラブ
シニア歌を楽しむ会
シニア編み物クラブ

毎週月曜日
毎週水曜日
毎週木曜日
毎月第2木曜日
毎週土曜日

13:00～16:00

10:00～12:00

健康づくり
軽スポーツ（グラウンドゴルフ等）

黒岩シニアクラブグラウンドゴルフ

地域貢献活動
学校行事等への協力

【坂祝幼稚園】
餅つき

【坂祝中学校】
伝統文化を学ぶ会

※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4年8月30日現在）

●ボラ連　登録団体【２７団体】････････６１３名
　　　　　未登録団体【６団体】･･････････５９名
●個人ボランティア登録者 ････････････････１名

延べ登録者  ６７３名
登録状況

│あなたの力が地域の支えに
│

│例えばこんな活動があります！
│

│ボランティアにはこんなメリットが！
│

一緒に活動してくださるボランティアを募集しています！

◆ふれあいサロン◆ふれあいサロン

　ボランティアは、小さな子どもから高齢者まで様々な年代の方を対象に活動を行い
ます。また、ボランティア同士でも違った年代の方と活動をすることもあります。活
動を通して地域の方々と知り合って人脈が広がったり、たくさんの気づきも得られる
と思います。

●幅広い世代との交流ができる●幅広い世代との交流ができる

　ボランティア活動の経験を重ねていくことで、活動に携わる知識が自然と身についてい
きます。また、様々な方との交流を通して多様な考え方に触れ、物事に対する考え方の幅
が増えます。自分自身のスキルアップにもつながり、視野が広がって新たな発見があるか
もしれません。

●知識や考え方の幅が増え、視野が広がる●知識や考え方の幅が増え、視野が広がる

　無償での活動がほとんどで、大変な活動も少なくありません。現在ボランティアをされている
方も、最初は誘われて仕方なくという方もあると思いますが、活動をしていると「ありがとう」
と直接感謝をされることが多くあります。人を幸せにすることで自分も嬉しくなり、幸福感・達
成感が得られ、やりがいを感じることができます。

●感謝の言葉や幸福感を得られる●感謝の言葉や幸福感を得られる

毎月第２土曜と第４木曜におもちゃ図書館を開催し、保
護者とお子さんが気兼ねなく遊べる
場を提供しています。
また、貸出おもちゃの管理を
行っています。

◆おもちゃ図書館「はっぴー」◆おもちゃ図書館「はっぴー」

月に２回の食事サービスにて、業者の方
に作っていただいたお弁当を町内の利用
者宅へお届けします。
また、お弁当に添えるお手紙を作ってい
ます。

◆配食ボランティア◆配食ボランティア

毎月第２土曜におもちゃ病院を開催しています。
利用者が持参する壊れてしまった
おもちゃを修理し、物を大切にす
る心が芽生える場となるよう活動
しています。

◆おもちゃ病院「アンクルズ」◆おもちゃ病院「アンクルズ」

社協だより 141号141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90号なんてん（坂祝町ボランティアの実）

シニアクラブからのお知らせ



【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

あなたの「楽しみ」見つけてくださいあなたの「楽しみ」見つけてください

環境美化活動

楽しい活動が
いっぱい！

シニアクラブでは、いきがい活動や健康づくり、仲間づくり、地域の清掃等の社会貢
献活動などの様々な活動を行っています。
シニアクラブに加入して、仲間と共に楽しい時間を過ごしましょう！

　坂祝町にはボランティア団体同士の情報交換や交流を目的としたボランティア団体連絡協議会が
あり、現在、２７団体が登録し、地域でさまざまな活動を行っています。時代の流れやコロナの影
響により、人とのつながりや支え合いが希薄化するなか、ボランティア活動が地域の支えとなり、「誰
もが安心して暮らせるまちづくり」の一役を担っています。
　「何かできることはないかな？」とお考えの方、ぜひお待ちしています！

各地区の公民館で月に１回、サロンを行っています。
ボランティアや講師を呼んで体操
や歌・楽器を聴いたり、季節の物
づくりなどをして地域の高齢者の
方々と交流をしています。

シニアクラブ

ゴミ拾い・花いっぱい運動

雲埋シニアクラブ花壇

シニア歌を楽しむ会

仲間づくり

趣味サークル

研修・旅行

レクリエーション
新型コロナウイルス感染症に注意しながら、
シニアクラブ内のサークル活動を行っています！

日帰り旅行

サークル名 曜  日 時  間

※開催場所は、すべて総合福祉会館サンライフさかほぎです。

シニア健康麻雀クラブ
シニア仲良し将棋クラブ
シニア囲碁クラブ
シニア歌を楽しむ会
シニア編み物クラブ

毎週月曜日
毎週水曜日
毎週木曜日
毎月第2木曜日
毎週土曜日

13:00～16:00

10:00～12:00

健康づくり
軽スポーツ（グラウンドゴルフ等）

黒岩シニアクラブグラウンドゴルフ

地域貢献活動
学校行事等への協力

【坂祝幼稚園】
餅つき

【坂祝中学校】
伝統文化を学ぶ会

※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4年8月30日現在）

●ボラ連　登録団体【２７団体】････････６１３名
　　　　　未登録団体【６団体】･･････････５９名
●個人ボランティア登録者 ････････････････１名

延べ登録者  ６７３名
登録状況

│あなたの力が地域の支えに
│

│例えばこんな活動があります！
│

│ボランティアにはこんなメリットが！
│

一緒に活動してくださるボランティアを募集しています！

◆ふれあいサロン◆ふれあいサロン

　ボランティアは、小さな子どもから高齢者まで様々な年代の方を対象に活動を行い
ます。また、ボランティア同士でも違った年代の方と活動をすることもあります。活
動を通して地域の方々と知り合って人脈が広がったり、たくさんの気づきも得られる
と思います。

●幅広い世代との交流ができる●幅広い世代との交流ができる

　ボランティア活動の経験を重ねていくことで、活動に携わる知識が自然と身についてい
きます。また、様々な方との交流を通して多様な考え方に触れ、物事に対する考え方の幅
が増えます。自分自身のスキルアップにもつながり、視野が広がって新たな発見があるか
もしれません。

●知識や考え方の幅が増え、視野が広がる●知識や考え方の幅が増え、視野が広がる

　無償での活動がほとんどで、大変な活動も少なくありません。現在ボランティアをされている
方も、最初は誘われて仕方なくという方もあると思いますが、活動をしていると「ありがとう」
と直接感謝をされることが多くあります。人を幸せにすることで自分も嬉しくなり、幸福感・達
成感が得られ、やりがいを感じることができます。

●感謝の言葉や幸福感を得られる●感謝の言葉や幸福感を得られる

毎月第２土曜と第４木曜におもちゃ図書館を開催し、保
護者とお子さんが気兼ねなく遊べる
場を提供しています。
また、貸出おもちゃの管理を
行っています。

◆おもちゃ図書館「はっぴー」◆おもちゃ図書館「はっぴー」

月に２回の食事サービスにて、業者の方
に作っていただいたお弁当を町内の利用
者宅へお届けします。
また、お弁当に添えるお手紙を作ってい
ます。

◆配食ボランティア◆配食ボランティア

毎月第２土曜におもちゃ病院を開催しています。
利用者が持参する壊れてしまった
おもちゃを修理し、物を大切にす
る心が芽生える場となるよう活動
しています。

◆おもちゃ病院「アンクルズ」◆おもちゃ病院「アンクルズ」
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坂祝町立坂祝幼稚園の園児が車椅子体験！
　６月２９日（水）年長組３９名の園児を対象に車椅子体験を実施しました。昨年に引き続き２回目の

実施で、短い時間での体験でしたが、先生方の協力もあり、園児が安全に楽しく車椅子の体験を行う

ことができました。園児はしっかりと話に耳を傾け、問いかけにも元気いっぱいに答えてくれ、いざ

体験をする時は、車椅子を慎重に操作する姿が印象的でした。

　体験後、園児からは「楽しかった」「（操作が）ちょっと難し

かった」などの声や、車椅子に関する質問もたくさん出てきまし

た。好奇心あふれる園児たちが車椅子を間近に見て触れることで

興味を持ってもらうことができ、車椅子を知ってもらえる良い機

会となりました。

生活支援ボランティア養成講座を開催しました
　住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けるた

めに、生活上のちょっとした困りごと（電球の交換、

ゴミ出し、草取りなど）への手助けを行うボランティ

アを養成する、生活支援ボランティア養成講座を７月

１４日（木）、１５日（金）に開催しました。

　７名が修了され、現在、活動内容等の詳細を打ち合

わせているところです。

　一緒に活動していただける仲間を随時募集中です。

あなたの経験、空いた時間を有効に使いませんか。

＜申し込み・問い合わせ先＞　
　坂祝町社会福祉協議会　TEL：２７－１２２２

ホームヘルパーってどんなお仕事？ ホームヘルパーってどんなお仕事？ 

●家族の介護経験はあるけど、介護のお仕事は初めて！

●介護の資格は持っているけど、ブランクがある…

●家事を行っている主婦の方、短時間でもＯＫ！

１０ページにも募集案内が
掲載されていますのでご覧ください。
ご不明な点は、お気軽にお電話
ください。

サンライフさかほぎ内の、
デイサービスセンター・訪問介護事業所では、

一緒に働いてくださる介護スタッフを募集しています。

介護スタッフ募集中 介護スタッフ募集中 

ご応募
お待ちして
います！

一緒に
家事を
したり

身体的な
介護を
します

住みなれた家で
いつまでも安心して
暮らし続けるための
お手伝いを
しています！

社協からのお知らせ

社協だより 141号141号 社協だより 89
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坂祝町立坂祝幼稚園の園児が車椅子体験！
　６月２９日（水）年長組３９名の園児を対象に車椅子体験を実施しました。昨年に引き続き２回目の

実施で、短い時間での体験でしたが、先生方の協力もあり、園児が安全に楽しく車椅子の体験を行う

ことができました。園児はしっかりと話に耳を傾け、問いかけにも元気いっぱいに答えてくれ、いざ

体験をする時は、車椅子を慎重に操作する姿が印象的でした。

　体験後、園児からは「楽しかった」「（操作が）ちょっと難し

かった」などの声や、車椅子に関する質問もたくさん出てきまし

た。好奇心あふれる園児たちが車椅子を間近に見て触れることで

興味を持ってもらうことができ、車椅子を知ってもらえる良い機

会となりました。

生活支援ボランティア養成講座を開催しました
　住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けるた

めに、生活上のちょっとした困りごと（電球の交換、

ゴミ出し、草取りなど）への手助けを行うボランティ

アを養成する、生活支援ボランティア養成講座を７月

１４日（木）、１５日（金）に開催しました。

　７名が修了され、現在、活動内容等の詳細を打ち合

わせているところです。

　一緒に活動していただける仲間を随時募集中です。

あなたの経験、空いた時間を有効に使いませんか。

＜申し込み・問い合わせ先＞　
　坂祝町社会福祉協議会　TEL：２７－１２２２

ホームヘルパーってどんなお仕事？ ホームヘルパーってどんなお仕事？ 

●家族の介護経験はあるけど、介護のお仕事は初めて！

●介護の資格は持っているけど、ブランクがある…

●家事を行っている主婦の方、短時間でもＯＫ！

１０ページにも募集案内が
掲載されていますのでご覧ください。
ご不明な点は、お気軽にお電話
ください。

サンライフさかほぎ内の、
デイサービスセンター・訪問介護事業所では、

一緒に働いてくださる介護スタッフを募集しています。

介護スタッフ募集中 介護スタッフ募集中 

ご応募
お待ちして
います！

一緒に
家事を
したり

身体的な
介護を
します

住みなれた家で
いつまでも安心して
暮らし続けるための
お手伝いを
しています！

社協からのお知らせ

社協だより 141号141号 社協だより 89

介護サービス課より



職員募集のお知らせ

　第１４回を迎える今年は、社会福祉の推進に貢献のあった方々に対し表彰並びに感謝状の贈呈を行う

とともに、「地域共生社会」をテーマに掲げ、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあら

ゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉など

の地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築することを目的に開

催されます。参加費無料ですので、ぜひご参加ください。

日  時　令和４年１０月３０日（日） 場  所　総合福祉会館サンライフさかほぎ
　  　　１３：３０～１５：２０
主  催　社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会 後  援　坂祝町　坂祝町教育委員会

　坂祝町社会福祉協議会では、正職員・非常勤職員を募集しています！

　正職員・非常勤職員問わず各種手当・福利厚生が充実しており、働きやすい環境です！

　『誰もが安心して暮らせるまちづくり』を目指して、地域で困ってい

る方のために、私たちと一緒に働きませんか？
詳しくはホームページに掲載して
ありますので、下記のQRコードを
読み取ってご覧ください。
お問い合わせもお気軽にどうぞ！

そもそも社会福祉協議会（社協）ってなに？
　住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、地域福祉の推進を図る民間
の団体です。住民の皆様と共に、地域の中にある様々な福祉課題の解決に向けて取り組んでいます。

第１４回 坂祝町社会福祉大会のご案内 

●式　　典　表彰状並びに感謝状の贈呈  等
●活動発表・記念講演　「地域共生社会の実現に向けて ～重層的支援体制整備事業の実施～」

▼活動発表 ▼記念講演
「地域共生社会の実現に向けて」
　～支え・支えられる関係の循環～
　講師／mottoひょうご事務局長
　 　 　 　 　 　 　 栗 木  剛  氏

※コロナの影響により、中止になる場合がありますのでご了承ください。

福祉活動専門員

職　　種 仕 事 内 容

「くらし安心相談室サンライフ」
「チャレンジ就労体験事業」から
見えてきた坂祝町の支援体制について

地域の福祉活動推進のため、調査や企画、連絡調整
などを行います。

正
職
員

非
常
勤
職
員

通所介護職員 自立支援を促し、入浴や排泄などの日常生活動作の
支援を行います。

訪問介護員 高齢者または障がい者（児）のご自宅を訪問し、生活
援助や身体介護を行います。

開
催
内
容

ご寄付
ありがとう
ございました

令和４年６月１日から令和４年８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。

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４年11月　８日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

令和４年11月17日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時
相談員

日　時
相談員

令和４年10月19日（水）13:00～16:00
令和４年12月15日（木）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員

令和４年10月18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

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、２年間開催を中止してきましたが、未だに新型

コロナウイルスの終息が見通せない状況にあります。

　「福祉・健康フェスティバル」は、不特定多数の方が参加されることでの感染リスクや、バザー

での衛生管理および給排水設備の設置基準が厳しくなっていることなどから、本会で慎重に検討

した結果、誠に勝手ではありますが、廃止することに決定しました。

　毎年、関係諸団体の皆様にご協力をいただき、多くの方々に来場

いただいておりましたが、何卒ご理解いただきますようお願いいた

します。

　今後につきましては、コロナ禍に対応した新たな取り組みを検討

していきます。

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

コロナウイルス感染
予防対策として、

寄付金

●匿名 様 ………………………………………

●健康づくり坂祝友の会会員一同 様 …
100,000円
43,877円

寄付物品

●熊崎 正信 様 ……

●匿名 様 ……………………………

●匿名 様 ………

●匿名 様 …

ふくろうの木工品 多数
お米30kg

大人用紙おむつ・介護用品
大人用紙おむつ・尿とりパッド

【定員】３名（１組20分程度）

【定員】８名（１組20分程度）

「福祉・健康フェスティバル」の廃止について 「福祉・健康フェスティバル」の廃止について 

社協からのお知らせ

社協だより 141号141号 社協だより 1011

総合福祉会館からのお知らせ
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ありがとう
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令和４年６月１日から令和４年８月31日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。
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した結果、誠に勝手ではありますが、廃止することに決定しました。
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October

November

December

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
開館時間 8：30～17：15

8：30～17：30

休館日 毎週日曜日
SNS

Twitter

Facebook

●筋トレ機器一般開放時間　９：00～15：00
●キッズランド・機能訓練室（スカイウェル等） ９：00～16：00
●一般浴　10：00～15：00　　　　 ●カラオケ　９：00～15：00
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開放時間を短縮しております。また、

ご利用時はアルコール消毒、マスク着用の徹底、館内での水分補給以外の飲食は禁止して
おります。何卒、ご理解・ご協力をお願いいたします。一日も早く収束し、以前のように
開館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。

3日(月)
8日(土)
10日(月)
11日(火)

12日(水)
14日(金)
17日(月)

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

健康相談
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
加茂山ふれあいサロン
中組ふれあいサロン
深萱ふれあいサロン
食事サービス
茶屋ふれあいサロン
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
深萱公民館
利用者宅へ
茶屋公民館
取組西公民館

18日(火)
19日(水)
20日(木)
27日(木)
28日(金)

30日(日)

13:30～14:30
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00
13:30～15:20

健康相談
雲埋ふれあいサロン
勝山ふれあいサロン
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン
坂祝町社会福祉大会

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

1日(火)
8日(火)

9日(水)
11日(金)
12日(土)
14日(月)
15日(火)

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

健康相談
深萱ふれあいサロン
中組ふれあいサロン
食事サービス
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
深萱公民館
中組公民館
利用者宅へ
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
サンライフ

16日(水)
17日(木)
21日(月)
24日(木)
25日(金)

28日(月)

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

雲埋ふれあいサロン
勝山ふれあいサロン
取組ふれあいサロン
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン

雲埋公民館
勝山公民館
取組西公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館
一色公民館

1日(木)
6日(火)
9日(金)
10日(土)
12日(月)
13日(火)

14日(水)

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

健康相談
池端ふれあいサロン
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
中組ふれあいサロン
深萱ふれあいサロン
食事サービス

サンライフ
池端公民館
茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
中組公民館
深萱公民館
利用者宅へ

15日(木)
16日(金)
19日(月)
21日(水)
22日(木)
23日(金)

24日(土)

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

勝山ふれあいサロン
健康相談
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
食事サービス
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン

勝山公民館
サンライフ
取組西公民館
雲埋公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館
一色公民館

10月

11月

12月

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

※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。

10・11・12月 行 事 予 定行 事 予 定


