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● 介護サービス課より
● 総合福祉会館からのお知らせ
● 10・11・12 月の行事予定等

坂祝町黒岩 153 番地1  総合福祉会館サンライフさかほぎ内 TEL27-1222  FAX26 -8974
坂祝町社会福祉協議会

主な内容

10
月

12
月

10・11・12 月 行事予定

すんで  うれしい

のために…

坂祝社協キャラクター

つぐみちゃん

坂祝社協キャラクター

つぐみちゃん

2日（金） 13:30～14:30 健康相談 サンライフ
8日（木） 10:30～11:30 きらきらパーク サンライフ

11:40～ 可茂学園パン販売 サンライフ
9日（金） 13:30～15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館

10日（土） 10:00～11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
12日（月） 未 定 加茂山ふれあいサロン 外出行事
13日（火） 11:40～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

12:00～14:30 中組ふれあいサロン 中組公民館
13:30～15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館

14日（水） 11:30～12:30 食事サービス 利用者宅へ

15日（木） 9:30～10:30 健康相談 サンライフ
13:30～15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館

19日（月） 13:30～15:00 取組ふれあいサロン 取組西公民館
21日（水） 13:30～15:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
22日（木） 10:00～11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

11:40～ 可茂学園パン販売 サンライフ
23日（金） 13:30～15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館
26日（月） 13:30～15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
27日（火） 13:30～15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
30日（金） 11:30～12:30 食事サービス 利用者宅へ

5日（木） ～10:30 11:30 きらきらパーク サンライフ
6日（金） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ
7日（土） ～10:00 11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
9日（月） ～ 加茂山第2集会所10:00 11:30 加茂山ふれあいサロン

10日（火） ～11:40 あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ
～11:30 14:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館
～12:00 14:30 中組ふれあいサロン 中組公民館

11日（水） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ
12日（木） ～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
13日（金） ～13:30 15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館

16日（月） 未 定 取組ふれあいサロン 外出行事
17日（火） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ
18日（水） ～13:30 15:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
19日（木） ～11:30 14:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
23日（月） ～13:30 15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
24日（火） ～11:30 14:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
26日（木） ～10:00 11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
27日（金） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ

～13:30 15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館

12日（土） ～3日（木） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ 10:00 11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
加茂山第2集会所14日（月） ～6日（日） ～未 定 取組ふれあいサロン※ 取組西公民館 10:00 11:30 加茂山ふれあいサロン

16日（水） ～8日（火） ～11:40 あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ 11:30 14:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
17日（木） ～～13:30 15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館 13:00 15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
18日（金） ～～13:30 15:00 中組ふれあいサロン 中組公民館 9:30 10:30 健康相談 サンライフ
20日（日） ～～13:30 15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館 13:30 15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
24日（木） ～9日（水） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ 10:00 11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

～10日（木） ～10:30 11:30 きらきらパーク・アンブレラ合同サロン サンライフ 11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
25日（金） ～～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ 11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ

～11日（金） ～13:30 15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館 13:30 15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館

※取組喜楽輝楽会と合同

休館日のお知らせ休館日のお知らせ

筋力アップトレーニング機器一般開放
筋力アップ教室 等 再開！！

関連記事  (11 ページ )

▶

SNS公式アカウントのお知らせ
【坂祝町社会福祉協議会】

Twitter
QRコード

　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。

Facebook
QRコード

◀

８時３０分から１７時１５分
開館時間

毎週日曜日
休館日

　お問い合わせ等の窓口対応は行っておりますが、新型コロナ
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
貸館や一般浴、ヘルストロン等のご利用は現在も休止しており
ます。皆様に安全にご利用いただけるようになり次第、坂祝町
社会福祉協議会のホームページ・Facebook 等で再開のお知
らせをさせていただきます。
　一日も早く収束し、再開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。

9時から１5時

筋トレ機器
一般開放時間

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。



支出合計 196,128,862円収入合計 198,505,367円

● 福祉用具貸出事業
（車いす39件：簡易ベッド1件：アシストシルバーカー1件）

● 福祉車両貸出事業
（178件 家族利用45件：支え合い団体・ふれあいサロン・
  公民館開放72件：包括支援センター教室61件）
● 食事サービス事業（20回、実利用者31名）
● 筋力アップトレーニング機器一般開放
　　　● 一般開放 283日 延べ2,903名
　　　● オリエンテーション 8回 16名受講
　　　● スキルアップ講習会 8回 32名受講
● 在宅訪問事業（支援） 訪問回数60回
● 生活支援サービス事業（支援） 訪問回数7回

在宅福祉事業

●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

（延べ相談件数3,057件 実相談者数357名）
● 緊急小口資金貸付（相談12件 貸付10件）
● 福祉一時金支給 （相談6件 支給4件）
● チャレンジ就労体験事業（活動日数198日 実利用者10名）

相談支援事業

● ケアプラン作成者数 延べ1,180名（月平均98.3名）

居宅介護支援事業

● 総合支援資金貸付事業（相談4件 貸付3件）

生活福祉資金貸付事業（県社協受託）

● 利用者数　延べ248名
● 利用回数　延べ2,809回（月平均233.4回）
● 利用時間数　延べ1,991.8時間（月平均166.1時間）

訪問介護事業

● 利用者数　延べ60名
● 利用回数　延べ596回（月平均54.2回）
● 利用時間数　延べ368時間（月平均33.5時間）

障がい者自立支援居宅介護事業

● 日常生活自立支援事業4件（新規1件 継続3件 終結1件）

日常生活自立支援事業（県社協受託）

● サンライフさかほぎ管理運営（294日 延べ56,435名利用）
● 心配ごと相談所の開設（一般相談3件 法律相談17件
  身障相談1件 年金相談7件）
● 第24回福祉・健康フェスティバルの開催（約7,500名）

総合福祉会館指定管理事業

●ボランティアセンターの運営（登録748名）
●ボランティア団体連絡協議会事務（29団体）
● 第5回ボランティア交流会の開催（55名）
● 福祉協力校（園）事業（3園2校で実施）
● 福祉学習の実施
● 福祉まちづくり活動応援助成事業（11団体）

ボランティア事業

● 生活支援コーディネーター業務受託
● 高齢者筋力向上トレーニング事業
　　　● 20回コース（2回9名）　● 8回コース（2回18名）
● 筋トレフォロー教室事業（28回 延べ59名）
● ふれあいサロン事業（11地区114回開催 延べ2,414名）
● 軽度生活援助事業（実績なし）
● サンサンふれあい交流会の開催（約260名）

受託事業

● ふれあいサロン助成支援事業（11団体）
●ひとり親家庭ふれあい交流事業（19名）
● 福祉映画会（介護職啓発：「ケアニン」）
● 施設入所者激励訪問（20名）
●ひとり親家庭クリスマスプレゼント（55名）
● 老人福祉施設クリスマスプレゼント（8施設）
● 介護用品の支給、寝具クリーニング、
 灯油購入助成（80名）
●ひとり暮らし高齢者等宅年賀状配付（140名）
●ボランティア活動機器整備事業
● 共同募金委員会運営・委員会の開催（4回）

共同募金配分金事業

● 理事会（６回）、評議員会（3回）の開催
● 福祉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（職員２１名）
●シニアクラブ協助員業務受託
●第3期坂祝町地域福祉活動計画策定
●「支え合い団体連絡会」及び「協議体会議」の
  開催（2回60名）
●「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）
● 第13回坂祝町社会福祉大会（100名）
● 子育て支援サロン「きらきらパーク」（11回延べ279名）

法人運営事業

　令和元年度も町民の皆さまをはじめ関係機関
や団体のご協力を得て、次の事業を実施させてい
ただきました。

●通所型サービスＡ
（いきがいデイサービス）

通所介護事業

延べ844名
延べ7,493回
297日（1日平均25.24名）

利用者数
利用回数
開設日数

延べ83名
延べ428回
95日（1日平均4.5名）

●通所サービス

第133号社協だより

令和元年度 収支報告 令和元年度 事業報告

支出

1,824,726円共同募金配分金事業費支出

4,581,012円固 定 資 産 取 得 支 出
4,370,488円積 立 資 産 支 出

貸 付 事 業 支 出 128,581円

助 成 金 支 出 1,255,072円

その他の活動による支出 0円
そ の 他 の 支 出 89,803円

人件費支出
134,020,382円

事業費支出
29,344,177円

事務費支出
20,514,621円

受託金収入
38,136,104円

介護保険事業収入
101,765,392円

2,041,776円

26,109,000円 24,287,509円

3,210,900円会 費 収 入

そ の 他 の 収 入

寄 付 金 収 入

637,405円

負 担 金 収 入 152,950円

事 業 収 入 475,670円

受 取 利 息 配 当 金 収 入 912円

障がい福祉サービス等事業収入
1,468,168円

貸 付 事 業 収 入 219,581円

積立資産取崩収入
経常経費
補助金収入

そ の 他 の 事 業 収 入 0円
施設整備等補助金収入 0円

収入

第 13 回坂祝町社会福祉大会

第 24 回福祉・健康フェスティバル

きらきらパーク

福祉映画会

食事サービス

２３ 第133号社協だより

事業活動
写　真



ボランティアだよりボランティアだよりボランティアだよりボランティアだより 第82号 なんてん
（坂祝町ボランティアの実）

4第 133 号社協だより

　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♪　

第 7 回は… です！鈴木  洋子さん

どんな活動をしているの？
今はコロナウイルスの影 響で活動ができていませんが、高齢 者を対 象に、坂
祝町デイサービスセンターで週に１回の傾 聴活動や、独 居や日中独 居のお宅
にも訪 問して傾 聴をさせてもらっています。他にもスキルアップ 講 習 会 への
参加や、メンバー同士の意見交換なども兼ねて、定例会も年に数回やってい
ます。

●

活動をしていて感じることは？
人 生の先 輩 方からのお話はとても参 考になります。人それぞれ考え方があっ
て 面白く、人 生や 生き方に興味を感じます。一 緒に活動しているボランティ
アそれぞれの意 識が 高いので、すごく刺激を受けています。利用者の方から

「また来てね」と言われると、役に立てているように感じて嬉しくなって、次
の活動にも繋がっています。

●

ボランティアを始めたきっかけは？

仕事は町外に勤めに出ていたので、年を重ねてからは地域にお世話になるから、地
域のことを知っておかなきゃいけないし、何かできることがあったら…と前々か
ら思っていました。たまたま、友達に「傾聴ボランティアの養成講座があるから一
緒に行かない？」と声をかけてもらって、参加することになりました。それから、自
分がこれから行く道だし、将来のためにも人生の先輩方のお話を聴いて参考にさ
せてもらいたいという気持ちもあって、今も続いています。

●

読んでいる皆さんに一言！
私は、ボランティアは奉仕という考え方ではなく、自分のためにやっていて、
自分でも役に立ってい るという自己満 足 だと思っています。何 でも興 味 があ
るなら、一大 決心するわけではなく気 楽にやってみてはと思います。

●

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

  ● ボラ連　登録団体　２９団体　６５６名
　　　      未登録団体　８団体　　９１名

● 個人ボランティア登録者 　　  １名
● 延べ登録者　　　　　　 ７４８名

  ※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
登録状況

（令和２年8月1日現在）

次回は 「三品 俊宣さん」 です！

活動時の様子
（写真右が鈴木さん）

5 第 133 号社協だより

ふれあいサロンボランティアによる
訪問活動を行いました

ふれあいサロンボランティアによる
訪問活動を行いました

　現在、コロナウイルス感染予防のため、
各地区のふれあいサロンが休止中です。
そこで、参加者の方の様子うかがいに、ボ
ランティアの皆さんが参加者及び地域で気
になる高齢者を訪問して見守りをしていた
だきました。
　訪問の際に、介護予防についてのパンフ
レットを配付し、コロナで自粛している中
での注意事項をお知らせしていただくとと
もに、季節的に熱中症が心配になる時期で
もあるため、経口補水液も一緒に配付して
いただき注意を促していただきました。
　ボランティアの訪問に「顔が見られた」
と喜ばれる方が多く、「早く集まれるといい」「皆の顔を見て話したい」という声も多
く聞かれ、今までサロンが楽しみの機会であったことを実感されられました。

坂祝町ラジオ番組「さかほぎなう！」に
出演しました！！

坂祝町ラジオ番組「さかほぎなう！」に
出演しました！！

　坂祝町で頑張っている方を紹介する地元応援として、ＦＭ番組「さかほぎなう！」が
毎月第３火曜日の１８時００分から１８時２０分に放送されています。
　８月１８日（火）放送回に、「五感推進会」で活動されている森久子さんに出演して
いただきました。活動を始められたきっかけや普段どんな活動をされているのかなど、
収録時には実際に使っている手遊びなども交えて一緒に楽しみながらお話していただき

ました。
　次回は２月にボランティアの方に出
演していただく予定がありますので、
ぜひ聴いてみてください！
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
～じぶんの町を良くするしくみ。～

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。
＜中央共同募金会＞  https://www.akaihane.or.jp/
＜坂祝町社会福祉協議会＞  http://www.sakasyakyou.jp/

　共同募金運動が１０月１日から全国一斉に始まります。
共同募金運動は、住民相互の助け合いに支えられ、今年で７４回を
迎えます。
　お寄せいただいた募金は、社会福祉協議会等の地域福祉事業の
推進や社会福祉施設の整備事業、ＮＰＯ法人やボランティア団体
の活動費として活用させていただいております。皆様のあたたか
いご協力をお願い致します。

皆様のあたたかいご支援を
よろしくお願いします

《 坂祝町共同募金委員会より 》

社協からのお知らせくらし安心相談室より

（約７割を赤い羽根募金、約３割を歳末たすけあい募金として配分されます）
～皆様からの募金は、このように活用させていただいています～

赤い羽根募金事業赤い羽根募金事業

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
　各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行
う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
　本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外
に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急
小口資金等の特例貸付を実施しています。
　特例貸付の内容は下記のとおりです。

緊急小口資金 総合支援資金

対 象 者

貸付上限額 ２０万円以内

据置期間 １年以内 １年以内

償還期間 ２年以内 １０年以内

貸付利子・保証人 無利子・不要 無利子・不要

・坂祝町社会福祉協議会申 込 先

生活再建までの間に必要な生活費用の貸
付を行います。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となっ
た場合に、少額の費用の貸付を行います。

新型コロナウイルスの影響を受け、収入
の減少や失業等により生活に困窮し、日
常生活の維持が困難となっている町内
に住所を有する世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、休業
等により収入の減少があり、緊急かつ一
時的な生計維持のための貸付を必要と
する町内に住所を有する世帯

・（２人以上）月２０万円以内
・（単　　身）月１５万円以内
※貸付期間：原則３ヶ月以内

・坂祝町社会福祉協議会
・東海労働金庫　・坂祝郵便局　
※失業され、総合支援資金貸付の利用も検討さ 
　れている方や、お住まいの住所と住民票の住
　所が異なる方等、労働金庫や郵便局で対応で
　きない場合があります。

　具体的な内容のご確認等については、下記までお気軽にご連絡ください。何度も足を運んでいただくことを
避けるため、お申し込み等で来訪される際は、事前にご連絡をいただけると幸いです。

《 問い合わせ先 ： 坂祝町社会福祉協議会　くらし安心相談室 TEL:27-1222 》

　赤い羽根募金事業費として令和３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配分されます。

【 昨年度活用実績 】

● ふれあいサロン助成
● 外出支援事業
● ボランティアセンター活動機器整備事業
● 生活困窮者食糧支援事業　　　　　　　　　など

歳末たすけあい事業歳末たすけあい事業

　歳末たすけあい事業費として令和２年度に配分され、歳末（年末年始）の事業費として
活用させていただきます。

【 昨年度活用実績 】

● 福祉施設入所者慰問
● 老人福祉施設へのクリスマスプレゼントお届け
● 一人親家庭クリスマスプレゼント贈呈
● 一人暮らし高齢者、高齢者世帯への年賀状配布　　　など

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ

※上記の申込受付期間は、令和２年９月末までです。

●臨時小口資金貸付事業●臨時小口資金貸付事業
　町内に住所を有する経済的な困窮状態にある方に対して、本会が一時的な資金 ( 上限
20,000 円 ) を貸し付けることにより、その後の経済的自立に向けた支援をより円滑なものにし、
安定した生活と経済的自立・生活意欲の助長促進につなげることを目的とする貸付制度です。

●生活困窮者食糧支援事業●生活困窮者食糧支援事業
　町内に住所を有する緊急的に支援が必要な生活困窮者または世帯に対し、食糧物資等の現物を
援助します。
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坂祝町デイサービスセンターでの様子を紹介します！

介護サービス課より介護サービス課より

　デイサービスセンターでは、体操やゲーム、創作活動など様々な活動を提供させていただい
ています。興味のあることやその日の気分に合わせて選択していただき、少人数での活動を行っ
ています。

　ご自宅での生活動作（トイレや入浴など）を想定して、必要な機能の維持・
向上を目標とした体操を行っています。

機能訓練指導員によるリハビリ教室を行っています。機能訓練指導員によるリハビリ教室を行っています。

夏といえば、盆踊り♪皆さん一緒に楽しく体を動かしています。

ゲームや創作活動など様々なレクリエーションを行っています！ゲームや創作活動など様々なレクリエーションを行っています！

勝ち負けのあるゲームは、盛り上がります！皆さん真剣です。

女性に人気なのは、物作り♪夢中になって取り組まれています。

種まきから行い、デイサービスで育てたお花をフラワーアレンジメントに。

6

6

3

3

※コロナウイルス感染予防対策に配慮し行っております。
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無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

令和 2年 9月17日（木）13:30～15:00
令和 2年11月19日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

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。お気軽に
ご相談ください。

令和 2年10月19日（月）13:00～16:00
令和 2年12月15日（火）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員
法律相談　

法律に関わる様々な相談に
応じます。お気軽にご相談く
ださい。

令和 2年11月10日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

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。
お気軽にご相談ください。

総合福祉会館からのお知らせ 総合福祉会館からのお知らせ

　岐阜県が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」にもとづき、次のとおりの利用制限を
行ったうえで、７月１日（水）から部分的に再開させていただきました。
　当館は高齢者の方が多く利用されており、感染された場合の重症化のリスクが高いため、
利用制限を厳しく設けさせていただいております。

　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。

総合福祉会館サンライフさかほぎ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

感染者を出さないために

01
※３７度以上の発熱がある場合は入館をお断りします
玄関で検温・手指消毒をお願いします

02 館内ではマスクの着用をお願いします

感染者が発生した場合に、速やかな対応を可能とするために

01 玄関で氏名を記入していただきます

02 社協・町の教室等の利用から再開させていただきます

03 館内での飲食は水分補給以外は禁止させていただきます

04 館内での滞在時間を概ね１時間以内とさせていただきます

05 各部屋の利用定員を設けさせていただきます

 玄関で来館者受付簿への記入・検温・手指消毒▶

 ◀空間除菌脱臭機設置

 ▲ パーテーション設置①  ▲ パーテーション設置②

　岐阜県新型コロナウイルス感染症対応地域の
活力補助金を受けて、坂祝町に各種の機器等を整
備していただきました。

NO OK

マスク検 温 消 毒

1 時間以内 定員制限

　コロナウイルス感染予防対策として、各種相談はすべて事前予約制とさせていただきます。
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。

令和２年度
福祉・健康フェスティバル及びシニア文化祭中止のお知らせ

令和２年度
福祉・健康フェスティバル及びシニア文化祭中止のお知らせ

筋トレ機器一般開放・筋力アップ教室等の再開について筋トレ機器一般開放・筋力アップ教室等の再開について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、誠に残念で

はありますが、本年は開催を中止させていただきます。

　皆様には健康にご留意いただき、引き続き感染症対策にご理解・ご協

力をお願いいたします。

　 新型コロナウイルス感染症については、まだまだ予断を許さない状況が続いています。
サンライフさかほぎにおいても、利用者の皆さんの安全を第一に考え、一般の会館利用を
中止させていただいています。そんな中、特に筋力・体力の低下が認められ
る高齢者がみられることから、筋トレ機器一般開放と筋力アップ教室等の事
業について、地域包括支援センターと協議のうえ、利用時間や利用人数の制
限をはじめ感染予防の徹底を図り、７月より再開させていただきました。
　ご理解・ご協力をお願いいたします。

《申し込み・問い合わせ先：坂祝町社会福祉協議会 TEL:27-1222》

ご寄付
ありがとう
ございました

● 匿名 様 大人用尿とりパット 　１袋【寄付物品】
● 匿名 様 大人用紙おむつ等  １2袋
● 一般財団法人 １００万人のクラシックライブ 様▶

コーンフレーク  ２4袋 等

● 匿名 様 100,000 円【寄 付 金】

令和２年6月1日から令和２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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社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会編集・発行

● 令和元年度事業・収支報告
● ボランティアだより
● 社協からのお知らせ
● くらし安心相談室より
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● 介護サービス課より
● 総合福祉会館からのお知らせ
● 10・11・12 月の行事予定等

坂祝町黒岩 153 番地1  総合福祉会館サンライフさかほぎ内 TEL27-1222  FAX26 -8974
坂祝町社会福祉協議会

主な内容

10
月

12
月

10・11・12 月 行事予定

すんで  うれしい

のために…

坂祝社協キャラクター

つぐみちゃん

坂祝社協キャラクター

つぐみちゃん

2日（金） 13:30～14:30 健康相談 サンライフ
8日（木） 10:30～11:30 きらきらパーク サンライフ

11:40～ 可茂学園パン販売 サンライフ
9日（金） 13:30～15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館

10日（土） 10:00～11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
12日（月） 未 定 加茂山ふれあいサロン 外出行事
13日（火） 11:40～ あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ

12:00～14:30 中組ふれあいサロン 中組公民館
13:30～15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館

14日（水） 11:30～12:30 食事サービス 利用者宅へ

15日（木） 9:30～10:30 健康相談 サンライフ
13:30～15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館

19日（月） 13:30～15:00 取組ふれあいサロン 取組西公民館
21日（水） 13:30～15:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
22日（木） 10:00～11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

11:40～ 可茂学園パン販売 サンライフ
23日（金） 13:30～15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館
26日（月） 13:30～15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
27日（火） 13:30～15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
30日（金） 11:30～12:30 食事サービス 利用者宅へ

5日（木） ～10:30 11:30 きらきらパーク サンライフ
6日（金） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ
7日（土） ～10:00 11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
9日（月） ～ 加茂山第2集会所10:00 11:30 加茂山ふれあいサロン

10日（火） ～11:40 あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ
～11:30 14:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館
～12:00 14:30 中組ふれあいサロン 中組公民館

11日（水） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ
12日（木） ～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
13日（金） ～13:30 15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館

16日（月） 未 定 取組ふれあいサロン 外出行事
17日（火） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ
18日（水） ～13:30 15:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
19日（木） ～11:30 14:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
23日（月） ～13:30 15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
24日（火） ～11:30 14:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館
26日（木） ～10:00 11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
27日（金） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ

～13:30 15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館

12日（土） ～3日（木） ～13:30 14:30 健康相談 サンライフ 10:00 11:30 おもちゃ図書館・おもちゃ病院 サンライフ
加茂山第2集会所14日（月） ～6日（日） ～未 定 取組ふれあいサロン※ 取組西公民館 10:00 11:30 加茂山ふれあいサロン

16日（水） ～8日（火） ～11:40 あゆみ館パン・クッキー販売 サンライフ 11:30 14:00 雲埋ふれあいサロン 雲埋公民館
17日（木） ～～13:30 15:00 黒岩ふれあいサロン 黒岩公民館 13:00 15:00 勝山ふれあいサロン 勝山公民館
18日（金） ～～13:30 15:00 中組ふれあいサロン 中組公民館 9:30 10:30 健康相談 サンライフ
20日（日） ～～13:30 15:00 深萱ふれあいサロン 深萱公民館 13:30 15:00 一色ふれあいサロン 一色公民館
24日（木） ～9日（水） ～11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ 10:00 11:30 おもちゃ図書館 サンライフ

～10日（木） ～10:30 11:30 きらきらパーク・アンブレラ合同サロン サンライフ 11:40 可茂学園パン販売 サンライフ
25日（金） ～～11:40 可茂学園パン販売 サンライフ 11:30 12:30 食事サービス 利用者宅へ

～11日（金） ～13:30 15:00 茶屋ふれあいサロン 茶屋公民館 13:30 15:00 大針ふれあいサロン 大針公民館

※取組喜楽輝楽会と合同

休館日のお知らせ休館日のお知らせ

筋力アップトレーニング機器一般開放
筋力アップ教室 等 再開！！

関連記事  (11 ページ )

▶

SNS公式アカウントのお知らせ
【坂祝町社会福祉協議会】

Twitter
QRコード

　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。

Facebook
QRコード

◀

８時３０分から１７時１５分
開館時間

毎週日曜日
休館日

　お問い合わせ等の窓口対応は行っておりますが、新型コロナ
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
貸館や一般浴、ヘルストロン等のご利用は現在も休止しており
ます。皆様に安全にご利用いただけるようになり次第、坂祝町
社会福祉協議会のホームページ・Facebook 等で再開のお知
らせをさせていただきます。
　一日も早く収束し、再開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。

9時から１5時

筋トレ機器
一般開放時間

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。


