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社会福祉協議会は皆様の会費で支えられています。

掲 載 記 事

古間っ子サロン始まりました！ �  ⑴

令和３年度決算報告 �  ⑵

お知らせ �  ⑶～⑹

古間っ子サロン始まりました！
　４月２２日、古間地区の方を対象とした「古間っ子サロン」が始まりました。
　このサロンは、古間地区にお住まいの方ならどなたでも参加でき、顔を合わせておしゃべ
りをしたり、健康維持のための体と頭の体操、教養講座など、毎月第４金曜日の午後に予定
しています。
　そのほか、野尻・古海・熊坂地区、柏原地区も６月から同様のサロンが始まり、富士里地
区も平成３０年から開催しています。お住まいの地区のサロンへ、ぜひお出かけください（詳
しい日程は社協だより５ページをご確認ください）。
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社会福祉法人信濃町社会福祉協議会
令和３年度決算報告

【収　入】
勘定科目 金額（円）

会費収入 2,625,700

寄附金収入 473,216

経常経費補助金収入 20,224,261

受託金収入 6,270,386

貸付事業収入 10,000

事業収入 755,600

介護保険事業収入 76,174,193

障害福祉サービス等事業収入 2,804,482

受取利息配当金収入 3,944

その他の収入 1,685,935

施設整備等補助金収入 170,500

積立資産取崩収入 2,714,102

前期末支払資金残高 54,138,441

合計 168,050,760

【支　出】
勘定科目 金額（円）

人件費支出 83,463,092

事業費支出 18,118,114

事務費支出 3,274,281

利用者負担軽減額 117,150

助成金支出 215,850

その他の支出 608,700

固定資産取得支出 483,230

基金積立資産支出 480,000

積立資産支出 5,633,615

合計 112,394,032

前期末支払資金
残高 32.1%

積立資産取崩 1.6%

その他 1.0%
介護保険事業 45.3%

事業 0.4%
貸付事業 0.1%

受託金 3.7%
経常経費補助金 12.0%

寄附金 0.3%
会費 1.6%

収入

施設整備等補助金 0.1%

障害福祉サービス等事業 1.7%
受取利息配当金 0.1%

積立資産 5.0%
基金積立資産 0.4%
固定資産取得 0.4%

その他 0.5%
助成金 0.2%

利用者負担軽減額 0.1%
事務費 3.0%

事業費 16.1%

人件費 74.3%

支出
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生活福祉資金特例貸付についての
お知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、
休業や失業で、生活資金にお悩みの世帯に向けた
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の申請受
付期間が延長されました。
　〇緊急小口資金・総合支援資金（初回貸付）
　　申請受付期間　令和４年８月31日まで
▪�本資金は貸付のため、据置期間後償還（返済）
が必要です。
▪貸付は無利子で、保証人は不要です。
　お手数ですが、ご相談をご希望される方はお電
話にてご予約いただきますようお願いいたします。▲

信濃町社会福祉協議会　担当：佐藤
　信濃町大字柏原429－17　電話（026）255－5926
　月曜日から金曜日（※祝日を除く）
� 午前９時から午後４時まで

生活のお困りごと、お悩みごとを
ご相談ください

　仕事が長く続かない、就労先が見つからない、
借金の心配がある等、今の生活に不安がある方な
ど、おひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
　秘密は固く守られますのでご安心ください。相
談料は無料です。

▪長野県長野生活就労支援センター
　”まいさぽ信州ながの ”
　長野市中御所岡田98－1
　電話（026）267－7088
▪信濃町社会福祉協議会（まいさぽ出張相談所）
　信濃町大字柏原429－17
　電話（026）255－5926　担当：佐藤
　月曜日から金曜日（※祝日を除く）
� 午前９時から午後４時まで

S
えす

（しゃきょう）D
でぃ

（だれでも）N
えぬ

（なんでも）s
ズ

（そうだん）始めます！
　日頃の生活でのちょっとした困りごとや心配ごとの解決に向けて、専門職員が一緒に考えて整理し
ていきます。秘密は固く守りますので、お気軽にご利用ください。
例えば…
　・どこに相談したらよいか分からない
　・今後のことが心配
　・ご近所で気になる人がいる
　・外に出たいけど、行く場所がない
　・ボランティア活動を始めてみたい
　・申請書類などの記入方法がよく分からない
　・大げさな相談ではないんだけど、ちょっと聞きたい　など　　

期　日 時　間 場　所

７月１２日（火） 午前９時３０分～午前１１時 地域交流施設　１階会議室

７月２０日（水） 午後１時３０分～午後３時 野尻湖支館　１階会議室

８月４日（木） 午後１時３０分～午後３時 富士里支館　１階会議室

８月９日（火） 午前９時３０分～午前１１時 総合会館　１階会議室

▪お申し込み　お申し込みは不要で、相談料は無料です。
▪担当職員　社会福祉士（福祉活動専門員）
　　　　　　生活支援コーディネーター・ボランティアコーディネーター▲

お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会　電話（026）255－5926　担当：佐藤
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ちょこサポ大募集
（ちょこっとお助けサポーター）

　高齢者の方や障がいをお持ちの方など、支援が
必要な方のちょっとしたお困りごとをお手伝いす
るサポーターです。
▪活動内容
　①ごみ出し（可燃・容器包装プラスチック）
　②買い物代行
▪活動場所・活動日
　活動可能な場所や日程をお伺いします。
▪その他
　�　活動先や活動日などの調整は、信濃町社会福
祉協議会で行います。▲

お申し込み・お問い合わせ
� 　信濃町社会福祉協議会　担当：高遠

集めています
　支援を必要とする子どものために役立てられ
ます。

▪�集めるもの　未使用文房具（ノート、鉛筆、
消しゴム、ペン等）、古切手（まわりを１㎝
くらい残し切り取る）、書き損じハガキ
▪受付場所
　信濃町社会福祉協議会事務所　窓口
　� （平日　午前８時30分～午後５時）▲

お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会　
� 担当：佐藤

メンズ・カレッジ～ en～
▪日時　令和４年７月26日（火）
　　　　午後１時30分から３時30分
▪会場　総合会館　１階会議室
▪対象　町内にお住まいの男性
▪内容　「信濃町の気象」
▪講師　池田耕一氏（気象予報士）▲

お申し込み　信濃町社会福祉協議会�　担当：佐藤

ボランティア活動体験参加者募集
～サマーチャレンジボランティアしなの２０２２～

　夏休みを利用して「ボランティアをやってみた
い」「いろいろな体験をしてみたい」という参加
者を募集します。

▪体験実施期間　７月24日（日）
　　　　　　　　８月１日（月）～８月５日（金）
▪対　象　�町内の小学生以上でボランティア活動

に関心のある方
▪内　容　町内福祉施設等での体験
▪参加費　３５０円（ボランティア保険代）
　　　　　※活動先により実費負担があります。
　　　　　�活動先までの交通費は自己負担となり

ます。
▪その他　�詳しくは学校等より配布されるチラシ

をご覧ください。▲

お申し込み・お問い合わせ
� 　信濃町社会福祉協議会　担当：高遠

夏休み前フードドライブ
� 統一キャンペーン

　ご家庭で眠っている食品をお持ち寄りいただく
フードドライブを実施します。いただいた食料
は、町内の支援が必要な世帯や、フードバンク信
州等を通じて県内の生活に困窮している世帯や福
祉施設などにお送りいたします。
▪受付期間　７月15日（金）まで
　� ※平日　午前８時30分～午後５時
▪場　　所　信濃町社会福祉協議会事務所
▪�受付物品　缶詰や瓶詰・カップ麺・乾麺・レトルト
食品など　※賞味期限が明記され１ヵ月以上の
期間があり、未開封で包装等に破損がないもの。
※ご不明な点はお問い合わせください。▲

お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会
� 担当：佐藤
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どなたでもご来場いただけます。みなさまのお越しをお待ちしております。
お買い物サロンのご案内お買い物サロンのご案内

▪これからの予定
７月 ８日（金）

午前９時３０分から午前１１時 ※月１回の開催となります。
８月 ５日（金）

▪会　　場　地域交流施設（旧古間小学校）
▪出店予定　早川百貨店（食料品・日用品ほか）　　　　　小林衣料店（衣料品）
　　　　　　介護ショップ一期（食料品・日用品ほか）　　まつりや（和洋菓子・パン）
　　　　　　ヤクルト北信販売店（飲料・乳製品ほか）　　ひだまりセンター（喫茶）
▪送　　迎　65歳以上の方や障がいをお持ちの方の送迎（無料）をいたします。
　　　　　　お気軽にお申し出ください。

～新型コロナウイルス感染予防対策のもと開催しております～
◦体調不良や発熱がある場合は、参加をご遠慮いただいております。
◦マスクの着用をお願いします。
◦受付で手指消毒をしてから会場にお入りください。

▲

送迎申し込み・お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会　担当：高遠

お近くの公民館でお茶の間サロン始めます
のじりっ子サロン

（野尻・古海・熊坂地区）
野尻湖支館

７月28日（木）午前10時～　健康講話（地域包括支援センター）
８月25日（木）午前10時～　歌をうたおう！（ジョージ北村さん）

かしわっ子サロン
（柏原地区）

※会場がそれぞれ異なります

７月15日（金）午後１時30分～
　防災のお話（信濃町役場）　　会場：信濃町保健センター
８月19日（金）午後１時30分～
　柏原のお話（渡辺洋学芸員）　会場：一茶記念館

古間っ子サロン
（古間地区）
地域交流施設

７月22日（金）午後１時30分～　健康講話（地域包括支援センター）
８月26日（金）午後１時30分～　地域の踊り（地域のみなさん）

富士の里っ子サロン
（富士里地区）
富士里支館

７月15日（金）午前10時～　交番のおはなし（信濃町交番）
８月19日（金）午前10時～　富士里のお話（渡辺洋学芸員）

▪対象者　それぞれの地域にお住まいの方ならどなたでも
▪参加費　100円
▪送　迎　送迎が必要な方は社会福祉協議会までご連絡ください。
▪内　容　�おしゃべり・交流・健康づくりなど。どなたでも気軽に立ち寄ることができる交流の

場を目指しています。※当日、会場の準備などお手伝いしてくださる方大歓迎です！▲

送迎申し込み・お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会　担当：高遠
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これからの予定

信濃町社会福祉協議会
社 会 福 祉 法 人 〒389-1305長野県上水内郡信濃町柏原４２9－1７

☎0２６－２55－59２６ FAX0２６－２55－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
URL http://www.v-c-shinano.or.jp

みんなでつくろう
福祉のまちづくり

社協だよりは共同募金の配分金で発行されています。

「社協だより」の感想、福祉に関して知りたいこと・疑問に思っていることなど、皆さんの声をお寄せください。

お楽しみランチ（毎週水曜日）
７月６日（水）、１３日（水）
　　２０日（水）、２７日（水）
８月３日（水）、１０日（水）、１７日（水）
２４日（水）、３１日（水）

お買い物サロン
（午前９時３０分から１１時）

７月８日（金）
８月５日（金）

※８月は第１金曜日の開催です

富
ふ

士
じ

の里
さと

っ子
こ

カフェ
７月１５日（金）午前
８月１９日（金）午前

古間っ子サロン（古間地区）
７月２２日（金）午後
８月２６日（金）午後

かしわっ子サロン（柏原地区）
７月１５日（金）午後
８月１９日（金）午後

のじりっ子サロン（野尻・古海・熊坂地区）
７月２８日（木）午前
８月２５日（木）午前

シニアクラブ女性指導者研修会
７月７日（木）

住宅修理ボランティア（野尻・柏原地区）
７月９日（土）

希望の旅
７月１６日（土）

メンズ・カレッジ～ ｅｎ～
７月２６日（火）

ＳＤＮｓ（なんでも相談）
７月１２日（火）午前　地域交流施設　　７月２０日（水）午後　野尻湖支館
８月４日（木）午後　富士里支館　　　８月９日（火）午前　総合会館

※�いずれも今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

介護の現場ですぐに役立つ
介護職員初任者研修開講予定の
お知らせ　　

▪開催時期　令和４年８月18日～11月29日
� （週２日程度）
▪受付開始　７月上旬予定
� 　※新聞折込チラシ・本会ホームページ
▪研修内容　講義・演習（全20日間・月７回程度）
　　　　　　実習（全２日間）
▪受 講 料　30,000円
（町内在住者または町内福祉事業所にお勤めの方）▲

お問い合わせ　信濃町社会福祉協議会
� 　担当：佐藤

弁護士による法律相談のご案内
　多重債務、金銭トラブル、相続、離婚など
さまざまな法的なお悩みの法律相談を行いま
す。事前にお申し込みが必要です。
▪期　日　令和４年９月１日（木）
　　　　　午前10時から11時30分
▪会　場　総合会館　会議室
▪相談料　無料
▪お申し込み　事前にお申し込みが必要です。
　下記へ電話にてお申し込みください。
　※�申し込み状況により、初めてご利用され

る方を優先させていただきますので予め
ご了承ください。▲

お申し込み・お問い合わせ
　電話（026）255－5926　信濃町社会福祉協議会
� 担当：佐藤
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