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 (順不同)

原村ボランティア連絡協議会　加入者・団体 募集

原村社協会費・赤い羽根共同募金・日本赤十字社の活動に
　ご協力をお願いします。

お気軽に
お問い合わせ
ください！

☎ 79-7228　担当/関 まで

期　間：令和2年4月1日～9月30日
寄付金：

物　品： 清水 瀧二 様　阿部 百合子 様
若山 千麻子 様　神原 嗣夫 様
添田 雅則 様

タオル／バスタオル／ブランケット／手ぬぐい
リハビリパンツ／紙オムツパット／ベッド用
手すり／ポータブルトイレ／マスク／食料品
(乾麺・缶詰)／浴槽台　他

原村社会福祉協議会は地域福祉を推進する民
間団体です。
ひとり、ひとりが「地域の福祉を支える一
員」としてご理解いただき、社協会員として
地域福祉推進活動にご協力をお願いいたしま
す。毎年、社協会員として会費を納めて頂い
ている皆様におかれましては、引き続き変わ
らぬご支援をよろしくお願いいたします。

※原村社会福祉協議会の活動に賛同し、会費を
納めていただいた個人、または法人の方を社協
会員として登録させていただいております。

一般会員…1,200円
賛助会員…3,000円

特別会員…10,000円(法人会員)

ご厚意に深く感謝し、地域福祉向上のため
に活用させて頂きます。記載の方以外にも
匿名にて多くの物品を寄付いただきました。
ご支援ありがとうございました。

手作りマスクを
ご寄付いただきました

手作りマスク：鮎川 ゆりか 様　角谷 智子 様　堀之内 通子 様

会費　なし

加入方法：申込書を提出します。

※ボランティア活動保険加入希望者は
　1名につき年350円が必要になります。

詳しくは
原村社会福祉協議会　

赤い羽根共同募金は、皆さまからお寄せ
いただく「たすけあいの心」を地域福祉
推進事業に活かすための運動です。本年
度も一世帯あたり、500円
程度のご寄付をいただきた
いと思います。ご協力いた
だける額で構いませんので
募金をお願いいたします

＜会費の種類＞

赤十字活動の趣旨にご理解いただき、
活動資金にご協力くださいますようお願
いたします。一世帯あた
り、500円程度のご寄付
をいただきたいと思いま
す。赤十字活動は、皆さ
まからの寄付で支えられ
ています。

(社協の活動に強く賛同される方)

今できることを
すこしずつ

いっぽずつ前へ…

事業のご報告
地域福祉事業のご報告
令和元年度決算報告
おしらせ
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すてきな笑顔に出会える喜びです！

事業のご報告

感染対策をしながら、在宅での生活
支援を継続しています。
利用者さんのお顔が見られる事で、
私たちも元気をもらっています。

ホームヘルプサービスホームヘルプサービス

活きがいサロンひばり活きがいサロンひばり

地域活動支援センター地域活動支援センター 七夕に
願いをこめて…
七夕に

願いをこめて…

『アキラ100％さんと行く善光寺参拝』で
オンラインツアーも初体験

デイサービスセンターデイサービスセンター

折り染め
うちわみんなで

体操！

作品づく
り

絵手紙制
作も
真剣

健康づく
り

どうだい、
うまく描けたかな

七夕イベント
美味しい特別メニューも
堪能しました

アマビエを制作
大きなパネルも
塗りました

アマビエが
見守る中で
ゲーム

ハーバリ
ウム作り

オカリナ
演奏会

オンライ
ンツアー

こんなことが
できるだね～

オカリナの演奏や、
折り染めのうちわ作りを
皆で楽しみました。
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長野県警、茅野警察署、原村駐在署の皆
さんにご協力いただき様々な機器を使い
運転講習を行いました。自分の運転能力
を振り返る良い機会になりました。

人と人との距離をとらなければならない状況でも
心の距離は今までのまま、

地域の皆さんとつながっていたいと
考えています。

人と人との距離をとらなければならない状況でも
心の距離は今までのまま

地域の皆さんとつながっていたいと
考えています。

コロナ禍で感じる地域福祉への想い

老人保健施設さくらの、理学療法士の
小林美秀先生、小林大介先生に
協力していただきました。

計722点、約426kg
の沢山の食料が集ま
りました。46名2団体より寄付いただき、子育て
世代を主とする33名と1サロンの皆様へお届けす
る事ができました。

原村体操のDVD
無料にて配布しております！
ご希望の方は　原村社会福祉協議会まで　　　　　　　　　TEL 0266-79-7228

地域活動支援センター

フードドライブを
開催しました！
フードドライブを
開催しました！
フードドライブとは、ご家庭に
眠っている食料をイベント会場や
職場などへ持ち寄り、
寄付する活動です。

令和2年度 第1回
ねこの手サービス研修会
令和2年度 第1回
ねこの手サービス研修会

『原村体操』の
DVDを制作しました
『原村体操』の
DVDを制作しました

『体操サロンいずみ』のみなさんと
リハーサル。動きが揃ってさすがです。

LCVのカメラにちょっと
緊張気味？

事
業
の
ご
報
告

先生たちと
満面の笑み

セロリン、

頑張ったね
。

先生たちと
満面の笑み

運転講習

ご協力ありがとう
ございました

● わたりジョーズ君
安全に車道横断の危険を体験
することができます。

運転している体験をしながら
危険を察知し手元のボタンを
押します。

● 点灯くん
視野の広さと反応、速度予測、判断力
をゲーム感覚で簡易検査できます。

セロリンも
参加

牛山
 亜矢子 関 優里香

中村

 富
子

小
林
 真

知子
杉澤 洋子



¥57,275,750

介護保険事業
収入

¥22,723,431
受託金収入

¥82,897,280
人件費支出

¥14,153,293
事業費支出

令和元年度　原村社会福祉協議会　決算報告

積立資産支出
固定資産取得支出
助成金支出

¥1,830,708
¥1,042,667
¥621,166

収入総計
¥110,326,820

支出総計
¥110,279,675

会費収入
積立資産取崩収入
その他の収入
寄付金
受取利息配当金収入

¥2,292,806
¥2,056,831
¥1,440,421
¥113,193
￥28,960

●その他の内訳

●その他の内訳
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¥11,122,734
事業収入 ¥5,932,211

その他

¥3,494,541
その他

¥6,164,177
負担金支出

¥3,570,384
事務費支出

収 入

支 出

老若男
女・地区を問わず

誰でも使える集い場

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、5月まで閉
鎖していましたが、感染対策を行いながら6月より開
催。参加者の人数制限を設け、開催しています。

菖蒲沢に伝わる天神講（学業成就や子どもの健やかな成
長を願う風習）のお話を小学生対象に開催しました。
親子で参加し地区の歴史を学ぶ良い機会になりました。

第4回菖蒲沢サマースクール

夏休みラジオ体操 ¥13,272,649

経常経費
補助金収入

　　　11月10日(火)
・村の防災について
・災害から
　いのちをまもる

　　　11月17日(火)
「みんなを支える避難所」を
みんなでつくる！
～ゲームを通じて考えてみよう～

　　　11月27日(金)
・地域の絆と災害ボランティア
　～地域の強みと
　　ボランティアの強み～芸術療法士さんと

アートセラピー
食品サンプルの
メモクリップ 津軽こぎん刺し講座

毎月第1月曜日　13:00～15:00
自分の好きな材料を使い、絵や立
体作品を制作します。客観的に自
分の内面を知ることができます。

不定期開催
夏らしいかき氷をモチーフにメ
モクリップが完成。シロップの
色も好みで選びました。

不定期開催
ひと針、ひと針、丁寧に刺しな
がら、個性あふれるブローチや
ヘアゴム飾りが仕上がります。

5日間で延べ111人の参加が
ありました。

5日間で延べ122人の参加が
ありました。

大久保地区
 

柳沢地区 

多世代交流地区サロン

今秋も
開催します！

※詳細は元気塾の案内
　チラシをご覧下さい

今だから知ろう、コロナ禍で変わる
地域の防災・減災

―今こそ地域防災力の強化を―

第1回 第2回 第3回

場所：原村地域福祉センター 多目的ホール
時間：14：00～16：00（受付 13：30～）
定員：20名　基本的に3回受講可能な方

各回共通

申し込み締め切り
10月30日(金)

・


