
令和4年5月1日(第438号)

社会福祉法人須坂市社会福祉協議会 けも、

つ磁ぐくh 22ろちゃれ

P2 ・表紙関連記事(当日の様子)
-鈴木養蜂場様ありがとうございました!
.こころちゃんと一緒|こ手話を
やってみよう

P3 ・子ども支援活動と地元企業のつながり

P{] .つながる音色止
~子ども服リユース 電子ピアノ物語~

P5 ・各種募金|こご協力お願いします

P6・P7・令和4年度事業目標・予算

、し

~0 

3/24 須坂市社会福祉協議会|こて、
子どもだちの春休み企画を開催!

E 正雄書
春木町)

当初、午前中のみの開催予定だっ左ところ、定員を超える
お申し込みをいだだ、き、急、濯、午前・午後の二部制|こ!
講師三溝清洋先生と仲間の皆さん、参加者の皆さんの
おかげで、素敵な 1 日となりました~ ! 
ありがとうございましだ!! 
アップサイクルとは・
一度、不要|こなつだもの|こ、新だ|こ手を加え違つ左もの

|こ作り変えること。新だな魅力を加え、価値をアップ!
アップルプレートとは・

ウ工ル力ムボード、壁掛け等、様々な用途|こ
使えるプレートをりんごの空き木箱から作る、
世界!こ一つだ、けのオリジ、ナルなプレートです!
[当日の様子は、 P2をご覧く定さい(柏崎)]

グ 社協は社会福祉法第109条に規定された地域福祉を推進する加す
社協が実施する様々な福祉事業は、皆さまからの社協会費と共同募金が主な財源です。

再生紙を利用しています。



会場金傭、 SDGsで1つ{之1
当臼の様与

人と人・人とものをつなぐパワフ lしコーディネーター

中央地域公民館長 講師 三溝清洋先生(叶ミ T) によるお話し?、スター卜

アンプルブしー卜の説円とあわせマ

SDG sについマもお話ーししマもらいました!
=溝先生と、愉快な仲間の苦さ人 Pにも

先生「今、地球はな人マ言っマるかな?J 
お手伝いしマもらいました l

のこぎり?¥

り人ごの空色木箱を

岳分の時色な形に

切っマ切っ?切っ(

大人と t41)しマドリ/し?、宍をあけたり、

ビスを打ったり、はじめ?の体験?、

やすりを力、けマ、鈴木養蜂場様の

[みつろうつックスJを塗っマ、

使わなくなった革ひもを過しマ

完成

与どもたちは楽しく、作業をしマいました P

Let's try communication! Q ~ 
手話は主|こ聴覚|こ障がいの . 
ある人が手・指や体の動き、
視線や表情などを使って表

二 二 ¥ 現する言語です。

三停電)Jrやって:およう!J
r視野「でく も右手の人差し指を伸ばし

. 6 _ - • _____ て、右目の下|こ指先をトン

トンと 2目当てます。

で子と“も!;-法

均二ιのれLミメ

長fJJfF17之江
ぜ界l....入旬性と味ム者〉

L つ12'‘げののある
ノシブ/Lプし

疋ぐd"A.誕生しよJfl
EA聞 こちらのQRコードからも当臼の様与を

酉 E司令 ご震になれます!当日、撮影をしマく

回目~ ださったユーチューパー I大谷さ人jが

重カ画を作成しマくださいました.t

鈴木養蜂場様
「みつろうワックスj

提供しマくださいました

須塚市中町にわ庖がある「鈴木養蜂場j様が

上の記事のイベン卜に際し[与どもたちのためならド

ンドン使っマ l協乃するよ!Jと提供しマください

ました。

化学成分無添功。.

天然素材 IOO~ で、
争どもたちにも安 tじ・

安全のつックス l

大活躍?、した(*̂ *̂)

鈴木義鋒場様、ご協yう

ありカずとうこ、、ざいました!! 

Z 



子ども支援活動

地元企業と地域の取り組みがつながりました。00000000000000000000000。
アスザックフーズ(槻様から子ども支援団体【プラザ食堂・すぎかこども食堂】ヘスープやデザー

ト等、多くの自社製品のご提供をいただいております。その活動の紹介とアスザツクフーズ(槻様の

取り組みについてご紹介いたします。

五うャ Y、ふ
スープやデザート等は、賞味期限が短くなると

商品として庖舗に出すことが難しくなります!

子ども支援団体や
県内外のフードバンク等に提供

(時6・7q.!?二勺ぞぞこH4e空ぞ三提供をいただいております。 I

. . . . . . -司・ーーー 園田日 ーー'
'聞暢置 晶， ~可可圃".' I J・-s

E・アスザツクフーズ側ってどんな会社? 臨調 r.A ':J "3-'" -'-.A 
“素材の持つ美味しさを、そのままみなさまの食卓へお届けしたしゾ'という想いを実現したのが

目 フリーズドライ (真空凍結乾燥)・エアードライ (熱風乾燥)です。アスザツクフーズ9粉ではその

製法を約50年前から活かし、乾燥食品のパイオニアとして須坂市を拠点に、みなさんに喜んでい

目 ただける商品づくりを目指されている企業です。

スープやデザート等の自社製品のほか、カップラーメンやみそ汁のかやく、シリアルのフルーツ等、

目 身近な食品として私たちの生活を豊かにしてくれています。

*本社所在地:須坂市大字米持2q3-45 TEL026-245-253I 
自 *他事業所:東京・大阪・九州・中国・ベトナム

，・社会・環境活動
*環境への負担軽減の取り組み(一部紹介)I・自社製品のご紹介(一部)

フードロス削減の取り組み

• ・ぐ三フ。ラザ食堂[カレーTAKEOUT]

旭ケ丘ふれあいプラザを拠
点に地域の子ども達を対象に
カレーのテイクアウトを実施。
提供品のデザート等はお土産
として配られます。

令和 3年は 5回開催
(今後は月|回開催予定)

EJ 工場内でてたもの…

EJ ・野菜くず 慢惣ょ設思 .b 
. ・乾燥物 "".，.，..-.，.，..-.，.，..-.，.，..-.，.，..-.，.，..-.，.，..-、 /v  

Ein ・原材料 になります え d
I ~'- ""'- --------------ーアップサイクル

-・・・・・・・・圃・・

*地元米持地区の清掃活動の実施

ゴミ袋は

原材料が

入っていた

使用済の袋を

再利用!

3 

すざかこども食堂[フードパントリー]

食料支援を必要としている

ご家庭にお米・野菜保存食等
の配布を行っています。提供

品のみそ汁やデザートもみな

さんから喜ばれる一品です。

令和 3年は 3回開催

除以段、

・直営庖 rChef'sTableJ 
須坂市米持町2q3-72

(本社隣)
TEL 0120-817-014 
営業日時月~金曜日q: 00-17 : 00盟 理 II 

(祝日、夏季・年末年始除く)薗櫨馳
*オンラインシヨツフはこちらからゆ苗事詩属医 II 

• • • • • • • • 



。
つながる音色P
~与ども服リユ}ス 電与ピアノ物語~

f20年以上前の電子ピアノが自宅|こあって・・・どな
だかお使い|こなる方はいませんか?Jというお電話
をいだ芝、いだのは昨年末のこと。このピアノは、持
ち主である山田さんのお子さん 2人が子どもの頃|こ
使つだもの。その後はご家庭の都合等もあり、その
まま|こなっていだそうです。

社協ブログやリユース会場でピアノを探し
ている方を募集し、 3月|こお引渡しを行いま
しだ。
実物Ict新品同様|こピ力ピ力で、一目で大切

|こ使われてきだことがわかりましだ。電源を
入れて鍵盤を押すと、澄んだ音色が響きます。

「楽器は大事|こしていれば長<使えるもの。
眠らせているよりも弾いてもらつだ万が、ピ
アノも喜ぶはず。これからどんな曲を演奏し
てくれるのか、楽しみですね。J(山田さん)

翌日、電子ピ7ノを受け取つだ女の子が山
固さんのお宅を訪れましだ。前日から楽しみ
!こしていだピアノが届いだことで大喜びし、
Iお礼をしだいリと言って、すぐ|こお手紙

を書いてきてくれだのです。今年の2月から
ピアノを習い始め、舎は4月
の発表会|こ向けて練習をして
いることも嬉しそう!こ教えて
くれましだ。
こうして、奏でられ左音色

がつながっていくよう|こ、こ
の電子ピ7ノの物語もまだ続
いていきましだ。

子ども服のリユース開催予定
5月18日(水)

一完全予約制一

ピ?ノ志 C);がKラ。
たいせつにつかいます f

げ 献血陪報

日!こち 場 所 受付時間時間:(A)10: 00"'10: 45 
(B)11 : 00'" 11 : 45 
(C)12: 00"'12: 45 
(0)13: 00"'13: 45 

所:聞け合い推進センタ-
E古:026-214-2994 

5月10日(火) 旭ヶE町公会堂 13 : 30 "" 14 : 1 5 

5月12日(木) 須坂市消防本部 9 : 30 "" 11 : 30 

※血液が不足しています。ご協力をお願いいだします。

U 
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ゆ樹 l!

e社会福祉協議会会費

社会福祉協議会の活動費として、地域福祉の推進|こ活用しています。 Iいつまでも安J!jして
暮らし左いJこうし左願いを叶える定め|こ、一緒|こ地域づくりをしていきませんか。

高齢者との交流 ボランティア活動を応援
お弁当をお届けしながら高齢 コロナ禍で需要が増している傾聴
者と交流。見守り、支え合い ボランテイ?。昨年も講座を開催。
のある地域が広がりますよう 卒業生が地域でボランティア活動

を始めています。

+ 日赤活動資金
日本赤十字社は、国際救援活動、災害救護活動、社会

福祉事業など幅広い事業活動を展開しており、その活動
を支えているのは、日赤活動資金です。
募金額の20%が須坂市|こ還元され、献血・各種講習

会・奉仕団活動費など|こ活用されます。その他、災害救
護活動や救護物資の整備配布などに役立てられています。

lfj=-l ') JH"f，-;ヨ!}lIlt~ll

つ碩Cζh 22ろちゃh

世帯…………………~円l年 l
個人協力者………[.;Ilt]円以上l年l
法人協力祉……2，000円以上l年l

、.L-.l・J
l+、
"・.・ 4、、~

地域や学校等|こ日赤より講師を招き、
防災講座や救急講座を開催しています。

主 社会を明るくする運動募金

非行や犯罪の防止と、罪を犯しだ人だち
の更生|こついて理解を深め、犯罪のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。~Q\
須高地域の更生保護活動や、犯罪のない (;~;\\P 

明 訓 会 を 築 <定めの広報活瞬間用 P明
されますo ~ ¥eI¥ 

l 【…類】
寄付金 (世帯}…・・・・・・・・・・・・・・・ [.;11]円l年

「更生保護サポートセンターJでは、更生保護活動や、
保護司研修会などを行っています。



|令和4年度事業目標|

暮らす
ぬ〈もり

須坂市社会福祉協議会では、第4次須坂市地域福祉活動計画に基づき、支部社協、民生児童委員、

ボランティア、福祉関係団体及び行政と連携、協力し、各種事業を着実|こ進めてまいります。

地域福祉の推進では、引き続き社会l情勢や地域福祉を取り巻<状況をしっかりと捉え、一人ひと

りの生活課題に丁寧に対応し、住民主体の「助け合い起こしjの支援、高齢者福祉、障がい福祉、

結婚相談、生活困窮者の自立支援等の事業を展開します。特!こコロナ禍で二ーズが増加している傾

聴をはじめ高齢者の外出支援などの多様なボランテイア活動をさらに推進するだめ!こ、市民向けボ

ランテイア養成講座、学校と連携しだ福祉教育、児童生徒や高校生等を対象としだボランテイア体

験などにより地域福祉活動の人材育成を進めてまいります。

まだ、昨年10月|こ開所しだ[須高地域成年後見支援センターjにおいて、認t知症や障がいなと、|こ

より、判断能力が衰えても誰もが尊重され、その人らしい生活を送ることができるよう「成年後見

制度jや「日常生活自立支援事業jなどの周知と相談支援|こ努めてまいります。まだ、法人として

成年後見人を受任できるよう体制の整備を進めます。

介護保険事業では、各事業所|こおいて利用者の権利と人格を尊重しだ質の高い介護サービスの提

供と、効率・コストを意識しだ持続可能な事業運営|こ努め、住み慣れだ地域で自分らしい生活がで

きるよう関係機関や地域とも連携し事業を進めてまいります。

令和4年度も、コロナ禍の終息は見通せず、厳しい状況下での事業運営が予想されます。感染防

止対策の徹底を図り、創意工夫をし、人と人との繋がりを大切|こし、誰ちが孤立することのないよ

う役職員一丸となり、活動を進めてまいります。

つなぐくん・こころちゃんの看板が目白です!

6 



令和4年度当初予算の概要 )た-YJもゆ
ら(之sE32〔…一…[IC…一…寸[-1引 O千円

<>地域福祉事業
①収 入 (法人運営事業巴係る収入です)(単位干円) ⑤支 出 (法人運営事業区係る支出です)(単位千円)

勘庭科目 金額 説 明 勘定科目 金額 説 明

会費収入 10，110 
市民の皆様からご協力をいた芝いており
ます「社会福祉協議会の会費Jです 人件費支出 131，739 

本会を運営していく定めの人件費、法定
福利費等です

寄付金収入 500 市民の皆様から頂戴する寄付金です

軍鰭踊曲童臥 92，601 市からの補国金・共同募金からの配分金収入です 事業費支出 57，317 
ま楽荘、くつろぎ荘、まいさぽ須坂の運営、各ポラ
ンテイア講座怠と地埠融出銭聾諜等の支出です

受託金収入 106，375 
県・市から受けている各種事業、指定管
理事業の活動費収入です

事業収ス 5，217 事業の参加費・利用者負担金収入です

聖蛾棚白銀入 3，100 福祉基金・敬愛基金の利息です

事務費支出 17，880 各施設を管理をする事務経費等の支出です

同成金支出 6，875 各種団体への回成金の支出です

負担金支出 1，400 各種団体等への負担金支出です

その他の収入 25，638 各事業から¢繰入金収入、雑収入、繰越金等です 醐噛Eよ該自 28，330 各事業への繰入金支出、退職共主高等の支出です

計 243，541 計 243，541 

<>在宅介護事業
②収 入 (介護運営事業巴係る収入です)(単位千円) ⑥支 出 (介護運営事業巴係る支出です)(単位千円)

勘定割目 金額 説 明 勘定料目 金額 説 明

寄付金収入 80 市民の皆様から頂離する寄付金です

補周金収入 335 国、県等からの補即金収入です

受託金収入 19，546 市からの受託金収入です

人件費支出 274，255 ホームへJレバー、'77マ平ジャー、デイサーピ
スセンヲー職員の人件費、法定福利費等です

事業費支出 60，413 
ホムヘルパ、ケアマネジャ、デイサ

ピスセンタ施設を運営する経費です

介護保険収入 311，252 介護保険事業の収入です 事務費支出 7，163 介護運営事業をしていく定めの事務経費です

胤唱11-11綴lJ 13.β11 障がい福祉サービス等事業の収入です 負担金支出 271 団体等への負担金支出です

その他白収入 40，983 各事業からの繰入金収入、利息、繰越金等です 旬開幅拡よる刻 43，705 各事業への繰入金支出、退臨共済等ゆ支出です

計 385，807 計 '32EJI!ff1 

<>施設介護事業
③ 収 入 (特養fぬくもり圃」運営E係る収入です)(単位千円) ⑦ 支 出 (特養「ぬくもり園』軍営E係る支出です)(単位千円)

勘定料目 金額 説 明 勘定科目 金額 説 明

介護保険収入 183，291 特養の介護保険事業の収入です
人件費支出 142，879 地域密着型特別養護老人ホ ム Iぬくも

り園J職員の人件費、法定福利費等です

事業費支出 37，496 特養「ぬくもり園j施設を運営する経費です

その他の収入 19，357 繰越金等です 事務費支出 1，532 特養「ぬくもり園jの事務経費です

tl雌厳軍Eよ樹 20，741 借入金返済支出、退職共済等の支出です

計 202，648 計 202，648 

<>障がい福祉事業
④ 収 入 (，ぶどうの家」事業巴係る収入です)(単位干円) ⑧支 出 (，ぶどうの家」事業1;:係る支出です)(単位千円)

勘定科目 金額 説 明 勘定科目 金額 説 明

受託金収入 4，000 市からの受託金収入です 人件費支出 15，414 
指定障害福祉サ ピス事業所「ぷどつの
軍む職員の人件費、法定福利費等です

草封鎖隷臥 2，011 各事業所からの委託収入、自主生産収入です 事業費支出 2，765 「ぶどうの家J施設を運営する経費です

胤曜動力都品 11，255 障がい福祉サービス等事業の収入です
事務費支出 195 「ぶどうの家Jの事務経費です

蹴支援事業支出 2，011 就蛍支援E係る経費、利用者への工賃等です

その他の収入 3，441 預金利息・繰越金等です to相幅拡よる刻 322 備品購入費、退職共済等の支出です

計 20，707 計 20，707 

7 



wwwtD@Mi@@@司官官官官官官官官官官官官官
人事異動

O退任 3月31日付け
-事務局長

青木信一郎
.成年後見支援センター所長
-まいさ|ま須坂所長 山岸 衛
.老人福祉センター永楽荘所長

田子 員
・指定障害福祉サービス事業所
ぶどうの家所長 徳竹正明

O新任 4月1日付け
-事務局長 青木一浩
.成年後見支援センター所長

関佳代子
・まいさ|ま須坂所長 勝山群典
.老人福祉センター永楽荘所長

山岸茂幸
・指定障害福祉サービス事業所
ぶどうの家所長 藤津 隆

広報組モニター募集的

令和4年度「回け合い起こしすざかJ
のモニターを募集します。
活動内容:毎月のアンケ-卜|こよる回答

(郵送、メール可)

申し込み・詳細は
8026-214-2994までお問い合わせ
くだ、さい。私だちと一緒|こ広報紙を作り
ましょう(#八.八#)

‘置軍軍歪Et

ウクライナ人道
危機救援金

を受け付けています。

【募金箱設置場所】

社協、市役所、各地域公民館、
メセナホール
【お問い合わせ】

026-214-2994 

社協ホームページ、も
ご貫ください!

@ 日常生活の心悩配みごと・法相律談に閲する 命 :あたたかなご厚志に : 
・感謝いたします。.

①邑冒@白宣を国指す宿ゆ危⑮@問~祖母尊
相 談 会 場 相談日 相談時間

(シヨ'')まビいッさグ|まセ須ン坂ター内) 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
026-248-9977 (原則・予約制)

@法律に闘する相談偏斡 O 完会予釣制〉
相 談 会 場 相談日 相談時間

須坂市生涯学習センター 12日(木)
午後1時rv4時

(1日須坂市中央公民館) 26日(木)

※弁護士がご相談|こ応じます。お一人20分以内です。
※完全予約制電話 026-248 -9977 
@結婚相談崩{線網 O 売会予釣制〉

相 談 会 場 相談日 相談時間

須坂市社会福祉協議会 1日(日)・15日(日) 午前9時rv12時
¥026-214-1026 ノ

O惰)鈴木養蜂場様

みつろうフックス 5セット

0ハウスクリー二ングFun長野東居様

書き損じはがき・切手多数

O一九会(農業委員会)様

0山本澄子様

O原田紀代美様

。匿名様

0イオン須坂居様

1 6，872円

タオル多数

タオル他多数

オムツ多数

「幸せの黄色いレシートキャンペーンJ
洗濯洗剤・・・ 13，900円分

Oアスザックフーズ株式会社様

各種スープなど (1，51 6食)

… 3 月 15 日 ~4 月 14日受付分です…

[ ご意見ご要望をお寄せ下机宮(伽~叩州問(伽~=.]叫
メールアドレス (tasukeai@suzaka-shakyo.jp)・ホームページURL(http://www.suzaka-shakyo.jp)

g 


