
令和4年7月1日(第440号)

社会福祉法人須坂市社会福祉協議会

P2 ・いきいき外出・善光寺りみんなの様子

P3 ・ふれあいサロン・再開
望岳台ふれあいサ口ン・明徳町ふれあいサロン

P4 ・車いすバスケットポール体験~常盤中学校~
SDGsつてな|こ?

P5 ・ポ、ソチャ体験会
• Iまっこりコーナ-
・御礼

P6 ・配食サービス紹介
-子ども服1)ユース
-こころちゃんと一緒E手話をやってみよう!!

P7 ・令和3年度決算報告

社協いきいき外出事業では、 4、5、6月!こ、
計6回152人で善光寺御開帳|こ行ってきましだ!
七年|こ一度の貴重な機会|こ、多くの万がご参加!!
回向柱|こも触ることができ、ご、利益いっぱいいだ

芝いてきまし左!
参加してくださつだ皆さんが、いつまでも健康で

元気|こいきいきと過ごせますよう|こ(料川)
次回は、 7、8月!嬢捨方面|こお出かけ予定です止

※いきいき外出とは...

普段なかなか外出機会のない高齢者、障がい者、

ひとり暮らしの万等を対象|こ、参加者さんと
ボランティアさんでお出かけ|こ行く事業です!
[P 2 :善光寺御開帳 ~r、~~

みんなの様子。] 'U)~~ 

グ 社蹴社会福祉法第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。



いきいき外出in善光寺併開帳

ナイスショット集必

善光寺併開1帳1 会都でb日間
どの日もt快晴でした縁

bO名さ超える参加娘、あり

ボランティアさんも合わせると

150名さ超えました!
参加者 I ボランティアさんの

知気あし lめいと言きをする様手。
キッラキラした実顔I

たあω のしザったー!!
という声1)旬、た<さん聞ニえてきた

素敵な時間でした(*̂ *̂)

また1 皆さんに会える日さ
楽しみにしています!

いきいき外出の乙とで気になるこ，と4ずある方1

参加してbたい方!ボランティアさん
お出-h'けの際のドライ'"、ーさん1 年中

大歓迎募集中

↓です!

026・214・2994

まで!

z 



~望臣台臥れあいサロシ~
今日は望岳台ふれあいサロンの再開の日です。

コロナでなかなかみんなで集う事が出来ないでい

まし芝が、感染も落ち着きつつあり、対策をとって

再開すること|こなりました。

受付では体温や体調のチェック!みんな元気です。

まずは「ドレミ体操Jで体をほぐし、ここから頭

の体操です。

この日は「マジ、ツクショーんだねがあるようでな

いようで f?J f?Jと頭をフル回転。

「今、水入れだよねJfあれ?と、っかいっちゃっ

芝!!J大い|こ笑って、頭も使って楽しい楽しいサロ

ン|こなりましだ。やっぱりみんなで集まれるって素

晴らしいことですね。

次回は7/20です。望岳台の皆さん、ぜひ一緒|こ楽しいひと時を過ごしましょう!

め全，. 、 -- 私企...... 
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日目徳町政れあいサロシ 1
明徳町では、新型コロナウイルス感染症の影響で、

しばらくお休みしていだ f，3，れあいサロンJを3年

振り|こ、コロナ対策万全で再開しましだ!

当日は、須坂市健康づくり課(保健センタ-)の

保健師さんを招き、健康長寿のお話と、健康チェッ

クを行いましだ。

保健師さんのお話し、タメ!こなることばかりで皆

さん真剣|こ聞いていまし左!

↓下の写真は、骨密度・血圧を測っている様子です。

そして、久しぶりの再会を果だしだ明徳町の皆

さんからは、ほっこりとしだ笑顔がこぼれ落ちて

いましだ(*̂ *̂)

人と顔をあわせ話をする、話を聞くことって、

な|こよりも素晴らしい健康長寿の秘訣ですね。

3 

明徳町ふれあいサロン!応援しています!!! 

次回は、 7ハ3です!
明徳町の皆さん、ぜひご参加くだ、さい(*八八*)

コロナ芝、から、何もしないではなく、コロナだ、からこそ、どう実施していくか!
みんなで集まることがどれほど大切か、，3，れあいサロン|こ参加している皆さんを見ていて感じましだ。



『車事時代ヌ駒 トポーg嶋 脇』
3年生SDGs人権'1~IL-1ーヌ

~常盤中学校~お
体験し7JVifおごむム
体醸し r~ ¥ 、J つ

「人権JIこ関わる分野を追及6月1日(水)、総合的な学習の時間で、SDGs地域への発信をテーマ|こ
かね之とものり

しだいと考えている3年生の生徒18名が、講師!こ金児知哉氏を迎え、車いすバスケットボールの体
験を通して人権|こついて学びまし定。金児氏は、 K9長野車いすバスケットボールクラブの代表、長
野パラ陸協長野車いすマラソンクラブ|こ所属されています。

-車輪がハの字の車いすパスケ用の車いす|こ乗り、パラ 1)ンピック競技車いすパスケの対戦も体験!

r~章がいがあっ 「一番I~\Iこ残つだ言葉 「人が好きな事 「誰で、あっても、 「障がいの前|こ人と人と
てもなくてもでは、自分|こ自信を持つ を続けることがその人のよさ|このつ芯がりだという大切
きる事はできる、という事です。できな生きている強み、目が向けられる なこと、生きているうえ
できない事はでいからと諦めるのでは 自信となると といいなというで不合理芝と感じている
きないので、どなく目標や夢を決め、 知つだ。JIくさん ことを教えてもこと|こも触れ『人権とは
の人も同じ芝とそれを達成できるよう らつだ。JYさん何か』と考える事ができ
思いましだoJ こ頑張ってみだいと思 ~ 定。JMさん

Wさんいましだ。JHさん

a炉、 エスデイージーズ I措続可能な開発目標j国連が定め芝“ずっと

寝泊I~~ SDGsつてなに?続いてい<、世界をよりよく変えるだめの17の目標"

A剖Jt~0.39~津島、
ぷ額制).:::.ツンミニ3・め

1- Vol7 ・1か
誰もムリをせずアイデアや工夫で、あなだが暮らしの中で出来ることから、一緒|こ世界を変えてみませんか?
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目標10 人や国の不平等をなくそう

すべての人が豊かで充実し芝生活を送れるよう|こし、自然と調和する経済、社会、

技術の進展を確保する。

あなだ|忍今まで、ある人定ち!ことって不平等芝と思われるような事|こ気づいだ事が

ありますか?そうしだ不平等なこと|こ対して、あなだはどのよう|こ感じましだか?

そして、もっと公平|こなるよう|こする|こはどうしをらいいと思いますか?

女JI慎次、開発目標をご紹介させてい定吉きます。 <NAGANOSDGs PROJECTより一部引用>

U 



参加チーム募集 |
参加費無料 | 
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ほっごりコー+-9
《カッコウ》

合年も 5月20日の早朝|こ、町のお宮の森で力ッコウが戸高らか
|こ、そして何だか誇らしげ|こ「力ッコウ 力ッコウjと第一声を
あげましだ。合年も元気!こ戻ってきてくれて、とてもうれしかっ
左です。高齢者の私だち!こは、これが最後かな?来年は聞かれる
のかなーと思ってしまいます。ましてや御開帳や御柱祭りは…。
力ッコウの戸|こ悶まされて種をまき、野菜を植えて今年ち頑張ら
ねばと思いましましだ。

多多号色
flまっこりコーナ-J では、皆さんからI~\温まるエピソード

を募集しています。
こんなことがあった三、などありましだら、社協までお寄せ

くだ、さい!

.・+御礼+
ウクライナ人道危

機救援金!こご協力あ
りがとうございます。

ウクライナ各地で
戦闘が拡大・激化し、
深刻な人道危機!こ直
面していることから、
救援金を 9月30日ま
で受付をしています。
引き続きご協力をよ
ろしくお願いします。・ .



毎日の食事でお困りの方八・.. 

u自己食サービスH3紹介

毎日食事の用意をすることが負担|こなっているんだ。
足腰が痛くて身体を動かすだ、けで一苦労だ、し、室内

を移動するのち大変だから、買い物ヘ行くことも難

しいよ。健康面でも不安があるから、きちんと栄養
を摂らなきゃいけないと思つてはいるんだ、けど・・・。

家族も近<1こいないし、どうしだらいいだ、ろう。

食の白立宣援事業(配食サードス)では、

市内居住のおおむね65歳以上の 1人暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯で、食事の調理が困難な方を対象|こ、お弁当の配達を実施して

います。社協では須坂市より委託を受け、配達と安否確認を併せて

行っています。

配達は昼とタの 2園、年中無休で、週|こ 1食からでちご利用できま

すよ。

お弁当I~ご飯とおかずのセットか、おかずのみからお選び頂けます。
ご飯はお粥|こ、おかずはきざみ食!こ変更することもできます。

料金はセットが440円、おかずのみが390円です。
※生活状況等|こより、対象とならない場合がございます。

iお申し込み・お問い合わせは i 
須坂市高齢者福祉課まで 026-248-9020 ~ 

子ども服のリユースP

7月6日〈水〉・ 27日〈水〉

一完全予約制一
Let's try communication! 
手話は主|こ聴覚|こ障がいの
ある人が手・指や体の動き、

時間:(A) 1 0 : 00-1 0 : 45 
(8)11 : 00-11 : 45 
(C)12:00-12:45 
(0)13: 00-13: 45 
026-214-2994 

視線や表情なと、を使って表 ・
現する言語です。

しゅわ

←「手話」

る



令和3年度須坂市社会福祉協議会
決算の報告

亙二重記
収 入

①会費収入

②寄付金収入

@潅常経費補問金収入

@:受託金収入

⑤事業収入

⑤介護保険事業収入

⑦就蛍支援事業収入

@溝11い福祉サービス等事業収入

@受取利息配当金収入

⑬その他の収入

⑪その他の活動I~よる収入

言十

三コE
支 出

CDi去人運営・基金運営事業

@:;'E画広報事業

③支部活動等支援事業

創出域福祉事業

⑤高齢者福祉事業

⑥生活支援事業

G渚人福祉センタ一事業

③共同募金配分金事業

⑨介護運営事業

⑬居宅介護支援事業

⑪訪問介護事業

⑫通所介護事業

⑬訪問入浴事業

⑬在宅福祉サービス受託事業

⑮特養ぬくもり園

⑮ぶどうの家

言十

7 

収入
支出
差引 額

784，406，667円
767，349，814円
17，056，853円

(単位円)

金額 説 明

10.128.332 皆様からご協力をい定芝いだ「社会福祉協議会の会費jです。

826.851 市民の皆様から頂戴しましだ寄付金です。

85.765.336 市からの補助金収入です。

11 0.224.448 県・市町村から受けている各種事業、指定管理事業の収入です。

2.498.116 事業の参加・利用者負担金収入です。

489.568.471 介護保険事業の収入です。

2.408.844 各事業者からの作業等の収入です。

24.329.664 障がい者自立支援事業の収入です。

3.271.133 各種基金の利息です。

634.038 受入研修費、自販機設置手数料等の収入です。

54.751.434 各経理区分聞からの退職共済・年金掛金、各事業からの繰入金収入です。

784.406.667 

(単位円)

金額 説 明

86.246.030 本会を運営していくための人件費、事務・運営費・基金運用資金等で支出しました。

2.983.947 広報紙の発行、「助け合い推進大会Iの共催、社協ホームページ経費等です。

4.703.282 12支部へ活動費、交流会食会、ふれあいサロン等への補助金の交対等の経費です。

4.192.298 I助け合い起こしl由雌岬学生市yティ7体醐室岨ごと相般事業担ど地臨雌進事業を却しましE。

3.665.909 安必コーlレ、いきいき外出困りごとを地域で曲げ合う仕組づくりを支援していく事業を実施しましE。

48.910.635 岨ピと相語、賞金由貿惜u即ーピユ、醐嗣1さ臓~$観セ')9-等1市町樹ど船田豊語数実1闘しまし1:，

42.890.136 老人福祉センター「永楽荘Jrくつろぎ荘Jの運営、管理をしましだ。

5.583.081 共同駐日E鎚Eより、いき~¥き州事業、子育て支軍事業日牒祖国体へ白帆学駒田制l体駒田支援を行いまし1:.

18.036.925 介護事業の運営していくだめの人件費、事務・運営費で支出しましだ。

35.124.243 ケアマネジャーが介護サービスの計画を作成する部門の経費で支出しまし定。

62.551.826 ホームヘルJ¥ーが訪問し、身体の介護、家事の援曲をする部門の経費で支出しました。

206.999.639 デイサービスセンヲー Iぬくもり園Jrこと謎Jr杭ひろlの3蹴を運営する経費として支出しましE。

10.140.724 入浴車でご家庭を訪問し、入浴サービスを提供する部門の経費です。

25.110.526 介護保険区該当しない方有へのヘルパ一派遣など市からの受託事業を実施しました。

1 91.692.807 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園を運営する経費として支出しまし定。

18.517.806 指定障害福祉サービス事業所「ぶどうの家J~運営する経費として支出しまし走。

767.349.814 
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!請を色調31非常勤職員 1警碧曹三字募集しτいます

自|出Irll ~11~J(lr評:~J I1JZ:採?時~銅5年事長給:
-訪問入浴事業|こおいて看護・介護業務を行う。

(3人一組でご自宅|こ訪問します)
週 2日程度 (8: 30 -17 : 00の聞の7時間程度)

勤務シフトlこよる土日休み残業無
時給1，270円~ 通勤手当105円/日 (2同以上)

.通所介護事業|こおいて看護・介護業務を行う。

(デイサービスセンター)
週3日程度 (8: 00 -17 : 30の聞の8時間)

勤務シフト|こよる 日曜日休み残業有(1時間程度〉
時給1，190円~ 通勤手当105円/日 (2同以上)

看護職員

川 I (訪問入浴・通所)

※勤務時聞は
応相談

応募資格

-看護師又は准看護師
.普通自動車運転免許

発
行
人

日常生活の悩み・法律に閲する A
心配ごと相談 電l'

@邑話@白患を昌信すお@危(J)@間閉包Ea~

(シヨ、港湾翌九~~) I 月曜吋曜日 l午開講;時
026-248-9977 

~法律に闘する祖母費惚璃 O 完全予鈎調〉

~ I須坂市生涯学習センター I UV'I'J 
| | | 午後 1時"'4時

~I(1日須坂市中央公民館) I 21日(木
※弁護士がご相談|こ応じます。お一人20分以内です0

TI※完全予約制電話まいさ|ま須坂 026-248-9977

P開祖師{{舗網。持引制〉

ボランティア募集中

紘 一 s手
Q.血液はどんな患者さん!こ

使われているの?

輸血用血液製剤の多くは、不慮の

事故等|こ伴うものではなく、がん

(悪性新生物)の患者さんの治療|こ

使用されています。ま芝、使用する

万の約87%は50歳以上です。

F ご意見ご要望をお寄せ下さ L、。宮 026-214-2994 ・r:ø;<<lIy;'(O'.-Im:'I'~"'ll ・ E 
h メールアドレス [11bt1i la*，(@bíiæi$tサimM"I.)j ・ホームページlmI!:Gn~~www.suzaka胡[!M'''')J 且

写


