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 (順不同)

身に着けよう！
作ろう！

期　間：令和2年10月1日～12月31日
寄付金：
物　品： 野明 さよ子 様　神原 嗣夫 様

原村いきいき農業塾 様　他匿名希望者
タオル／色紙・短冊／シャワーチェア／衣類／
次亜塩素酸水／入園用キルトグッズ　他

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。

原村商工会青年部さん
ありがとうございました

新型コロナウィルス感染症感染拡大防止に
対する物品をご寄付いただきました。

笑顔・親切・丁寧 をモットーに利用者の皆様の
立場に立って心を込めたサービスを行っています。
子育てをしながら、あなたの資格が活かせる職場です。

①介護福祉士(デイサービス)…1名
②介護福祉士(ホームヘルパー)…1名 
詳しくは　原村社会福祉協議会　☎0266-79-7228　担当／北原

お気軽に

お問い合わせ

ください！

広げよう夢

育て
よう福祉の心

※②は正規職員への登用あり。

私たちと一緒に働きませんか？あなたの力を待っています！

「人生を元気に幸せにするセミナー」 
3月17日(水)に開催予定！
1月29日(金)に予定していましたセミナー
は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の
ため開催を延期させていただきました。

※前回お申込みいただいた方を優先さ
　せていただきます。定員になり次第
　締め切らせていただきます。

開催日時：3月17日(水)
　　　　　13:30～15:30
場所：地域福祉センター
　　　多目的ホール
定員：20名

臨時職員 募集中！(令和3年度)

※感染拡大状況にてオンライン方式、
　または開催が中止になることがございます。
　あらかじめご了承下さい。

お問合せ・お申し込み　原村社会福祉協議会　☎0266-79-7228　担当／牛山・小林・関

シトラスリボンプロジェクトfrom原村　進行中
新型コロナウィルス感染症に感染された方や医療従
事者への偏見・差別のない原村に！「ただいま」
「おかえり」と受け入れられる雰囲気をつくろう。

☎ 0266-79-7228　事務局担当／関（社協）原村ボランティア連絡協議会　

シトラスカラーの
リボンやロゴを

事業のご報告
地域福祉事業のご報告
社協会費・共同募金
日赤活動資金のお礼
おしらせ

みんなの笑顔で
2021年が
明るい年に

なりますように
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事業のご報告

みんなでクリスマスの飾り付けをして
スペシャルメニューをいただきました。

　きれいな

仕上がりました

まゆ玉づくり

パステル
アート

八ヶ岳が

クリスマ
スリース

芸術療法士の西川直子先生の
説明を聞くのも真剣！

こんなに
　素敵に
できました

書き初め

秋の屋外活動秋の屋外活動
富士見高原リゾート
天空の遊覧カート

解放的な空の下、デイサービスセンター、
活きがいサロンひばり、地域活動支援センターのみんなで
自動で動く遊覧カートを満喫しました！

自然に囲まれて
飲むお茶は
　最高！

見晴らしが
いいね～

鐘も
鳴るのかな

富士山も見えたよ

思わず笑顔がこぼれます

デイサービスセンター
活きがいサロン

ひばり

デイサービスセンター
活きがいサロン

ひばり いい年に
　なるように…

クリスマス会

美味し
かった！

地域活動支援センター地域活動支援センター



『指差し点呼感謝』は、いつでもどこでも速攻で「今、ここ」に戻るために役立つツー
ルです。使用方法は簡単。車掌さんが行う「指差し点呼確認」に『感謝』をプラスします。

長野県社会福祉協議会　福澤信輔 氏
「地域の絆と災害ボランティア」
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新型コロナウィルス感染症の不安を抱え、いつもと違う
生活で落ち込んだメンタル。原村在住の講師、ジョー・
ブライト氏、ナナ・ブライト氏を招き、心と体が元気に
なる「指差し点呼感謝」などを実践しました。

開催
しました

。

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―

「今だから知ろう！地域の防災・減
災」をテーマに3回の連続講座を開
催、定員20名延べ46名の方にご参
加いただき、3回受講された9名の方
に修了証が授与されました。

参加していただいた皆さんは助け合
える原村をつくる「種まきさん」
皆さんから頂いた地域資源を今後に
活かしていきます。

第1回

第3回

第2回

富士見町社会福祉協議会(防災士)
 髙木雅成 氏

「村の防災について」 「災害から
　いのちを守るために」

長野県社会福祉協議会
福澤信輔 氏
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親しい人とふれあいながら
指差しをすると、より効果的

体を使って
気持ちをリラックス

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

朝目覚めたら
指差しから始める

ハザードマップの東部・南部・北部
地域ごとにグループワーク

避難場所と避難所の違い

避難所運営ゲームを体験

指示を受け
グループごと図面上で
避難所を運営

新型コロナも心配
日頃からいろんな事を
想定しておくことが
　　　大切だね

新型コロナで
多くの災害
ボランティアが
来られない
さあ、地域で
どうする？

令和元年台風19号の
被災の様子

地図を囲むと
ついつい
　　前のめり

各地区の地域資源を
発表し共有

真
剣
で
す
。村の災害用パーテーションに興味津々

いのちを守るためには
隣近所のつきあいが大事

「みんなをささえる避難所」を
　　　　みんなでつくる

画面に
災害対策本部から指示

こんな
避難者が来まし

たよ

2回目からは、
参加者の皆さんで
受付体験

ピッ

村総務課　秋山雄飛 係長
　総務係　金子英渡 氏

簡単な呼吸とストレッチで
ストレス・うつ改善法

自分で
できる

普段から
こんな事に
気を付けて
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令和2年12月14日～16日に「賞味期
限が1カ月以上ある食品」の寄贈窓口
を設置しました。結果、19名1係1施設の皆様より
214点480.3kgの食品を寄贈いただきました。集まった食品は信州こども
カフェ2か所や、子育て世帯を含む生活にお困りの世帯13世帯へ順次お届
けしています。ご協力ありがとうございました。

令和2年12月1日～3日まで村内の65歳以上のお一人暮ら
しの方、75歳以上のご夫婦などを対象に、民生児童委員
さん、地域福祉活動推進委員さんにご協力を頂き、101名
の方へ心のこもった美味しいお弁当をお届けすることが
できました。
加齢とともに心身の活力が低下
してしまうフレイルを予防する
ためのメニューで、普段の食卓
にうれしい一品料理のレシピも
配布しました。

共同募金・社協会費・日赤活動資金のお礼

社 協 会 費

長野県共同募金会へ集約され、各市町村の
社会福祉協議会、県内の福祉施設などへ次
年度の活動資金として分配されます。

赤 い 羽 根 共 同 募 金

日本赤十字社長野県支部に送金し、
国際救援活動をはじめ国内の災害救
護活動や社会福祉事業、救急法の講
習会などの事業に役立てています。

日赤活動資金

(株)イツミ    
オート・コイケ    
(有)菊池自動車    
(有)五味製作所    
(有)篠原鉄工建設    
(有)宅幼老所とみさと    
たてしな自由農園    
南部建設(株)   
日達乳販    
(有)フジモリ薬局 はら店    
(有)ペチカ    
(株)マーストーケンソリューション

80,500円

840,899円

総合計 円

円

円

923,264

2,340,4801,908件

881,8941,619件

社会福祉協議会の運営や、地域福祉事業の運営に活用しています。

皆様のご厚意に深く感謝し、地域福祉向上のため活用させて頂きます。
ご協力ありがとうございました。

※原村での使途（過去の実績）
・一人暮らし高齢者会食会
・親子レクリエーション事業
・希望の旅事業
・一日父親、母親事業　・一人親家庭等児童激励会

しあわせ信州 ご当地体操

第2回 
コロナに負けない！
子ども応援
フードドライブ

第2回 
コロナに負けない！
子ども応援
フードドライブ

宅配弁当でフレイル予防宅配弁当でフレイル予防

調理事業者さんによる盛付

宅配別に分ける
配送スタッフ

数と注文者を
確認

丁寧にお弁当をセット

ありがとう！
嬉しいね
ありがとう！
嬉しいね

社協栄養士のレシピ
付き

12月21日、
ろうきん茅野支店
運営委員会様からも
71品17.4kgを

ビデオコンテスト 開催中!
しあわせ信州 ご当地体操
ビデオコンテスト 開催中!

YouTube

毎年開催している、ご当地体操コンテス
トを実行委員会の方々の努力で、今年度
は、ビデオコンテストとして開催されて
います。原村社協も「みんなで原村体操
をしよう！」をエント
リーしました！

地区
福祉センター募金箱
役場募金箱
企業（敬称略）

「お米助かる！」との
お声をいただいています。

「お米助かる！」との
お声をいただいています。

高齢者食生活改善事業

寄贈いただきました。

あいサポート企業・団体
とは、障がいのある人も

ない人も共に生きる社会を目指して、
障がい福祉の推進を積極的に行ってい
る企業や団体として県から認定される
ものです。原村社会福
祉協議会では、今後も
「あいサポート運動」
の取組みを行っていき
ます。

あいサポート
企業・団体に
認定されました

あいサポート
企業・団体に
認定されました

　Facebookからも
閲覧できます。

結果発表は3月7日(日)
お楽しみに！

343円
1,522円

第13回 


