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私にも
できることを
地域の人と
ともに

地域福祉　活動報告
令和 3年度決算報告
おしらせ

原村社協会費は地域福祉を推進している原村社
会福祉協議会の会員として納めていただいてい
る会費のことです。
皆さま、ひとり、ひとりが「地域福祉を支える一
員」として、社協会員になる事をご理解いただき、
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いただいて
いる皆さまにおかれましては、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)

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＞

日赤活動資金とは、日本赤十字社の
活動を資金協力によっ
て支えるための寄付金
のことです。赤十字活
動の趣旨をご理解いた
だき、ご協力をお願い
いたします。

(社協の活動に強く賛同される方)

ホームページ Facebook

http://www.haramura-syakyou.or.jp/

寄付・物品お礼
五味勇吉様　　齋藤美彌子様

 (順不同)

寄付金：
物　品： 
山田アリヤ様　田尻京子様　中村正様
諏訪地区労働者福祉協議会様
長野県労働金庫茅野支店様　他匿名希望者
お米／食料品／介護用ロングパジャマ
男性用下着／女性用靴／使い捨てマスク
手袋／食器用洗剤／ジェル状消毒液
ティッシュペーパー／トイレットペーパー
絵本／ぬいぐるみ／自走式車椅子

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ご寄
付いただきました。ご支援
ありがとうございました。

期　間：令和4年5月1日～ 8月31日

①介護福祉士(デイサービス)…若干名
②ホームヘルパー…1名 
③デイサービス調理員…１名

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

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！

臨時職員 募集中！

原村社協会費・赤い羽根共同募金・日赤活動資金
ご協力をお願いします。

食料品を
寄贈いただきました

原村デイサービス
センターの紹介

詳しくは　原村社会福祉協議会　☎0266-79-7228　担当／北原
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地域活動支援センター　夏祭り　地域活動支援センター　夏祭り　

原村デイサービスセンターでは、食事、
入浴の提供、生活上の介助、日常動作訓
練、レクリエーションなどを行います。
ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図
ることも目的としています。
また、ケアマネジャーやホームヘルプ
サービスとも連携し、安心で
きる在宅生活を送ることがで
きます。

原村
デイサービスセンター

8:30　お迎え

9:20　健康

　　　入浴
個別レクリエーション
12:00　昼食
13:00　お昼寝　休憩

14:00

15:10
16:30

体操
レクリエーション
ゲーム
おやつ
お送り

植松栄養士より

特殊機械浴で

　寝たまま入浴で
きます！

お食事

スロープ付きで

　ゆっくり歩い
て入浴できます

車椅子の方でも

　 安心して入浴
できます

豪華な食事をいただき、
楽しいひと時を過ごしました。

美味しい食事に
舌鼓☆

体操や
レクリエーション

で

楽しく体を動かし
ます

室内でも
季節を感じられる

ような

行事を行っていま
す

紹介　の　

楽しい
ひと時、あふれる笑顔

食べなれているものや、
　季節感のあるものを取り入れ、
ご利用者様の心とからだに元気を届けるため、
　安全でおいしい食事作りを心がけています

＼一日の流れ
 その2／

＼一日の流れ
 その2／

夏祭りでジュース釣りをしました

敬老の日
お土産を手に
すてきな笑顔です

一日の利用だけではなく、
入浴し、お食事を食べて自
宅に帰る等、短い時間の利
用もできます。

開始

チェック

＼一日の流れ
 その1／

＼一日の流れ
 その1／



54

柳沢区 夏のラジオ体操柳沢区 夏のラジオ体操

7／16 (土)　～9／5 (月)
体験　期間

申込　み者

自然観察をした後、
白樺林内の整備

No.11

No.4
No.12

フードパントリー
（食品配布会）

No.9
6月27日(月)～30日(木)の期間中
434品、16.8kg、15名と1事業所に
　　　　　食料を寄贈いただきました。

2日間で35世帯にお渡しし、
信州こどもカフェへもお届けしました。

▲パパゲーノ横
　生活クラブのラウンジにて

▼おいでなして原宿にて

ラベンダー再生プロジェクト

夏のボラン  ティア体験

八農で
トウモロコシをとろう！

フードパントリー
（食品配布会）

夏休み前フードドライブ夏休み前フードドライブ

原村ヴェジテラス原村ヴェジテラス原村ヴェジテラス

フードパントリー
（食品配布会）感染予防のためマスクを着用し、距離を

とりながら8月1日(月)から10日(水)まで
開催。民生児童委員さんの呼びかけで、
延べ147人が参加されました。

いつも
助かっています

ありがとう
　　ございます

ズームライン沿いの花壇の手入れ、ポプリスティック作り

多くを　　子育て世帯へ

老人保健施設さくらの　地域活動企画委員会さん

普段食べない
お菓子などがあって
　よかった

ラベンダー再生プロジェクト

No.10
受付業務や販売のお手伝い

大人の方も参加！
機織り体験

機織の里
原村を
継承したい！

機織の里
原村を
継承したい！

No.13

八ヶ岳農業実践
大学校の
トウモロコシ畑で
収穫のお手伝い

企画・5施設へ応募25プログラム中 10
いただきました。

小学5・6年生　7名
中学生　　　6名

高校生　　2名
大学生・一般　5名

八農白樺林を元気にする会

夏のボラン  ティア体験

八農で
トウモロコシをとろう！

八農白樺林を元気にする会

体験の一部を
ご紹介します

柳沢区 夏のラジオ体操

(コロナ感染拡大のため    一部受け入れ中止)

ご協力
ありがとう

ございまし
た！

第1回
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原村ねこの手サービス研修会原村ねこの手サービス研修会
令和4年度　第1回 

令和3年度の

パステルアートパステルアート

新たな関係づくり新たな関係づくり

指で描く

6月30日(木)、パステルアート和(なごみ)
アートインストラクターの竹内香織氏他
3名を講師に招き、白樺を描きました。
11名が参加し、それぞれの感性が光る
作品ができあがりました。

令和 3年度　原村社会福祉協議会　決算報告

素敵な作品ができました

竹内香織氏

藤森妙子氏

富岡史棋氏 ボランティア
コーディネーター

関

6月24日(金)、住まいプランニング整理収納アド
バイザーの藤森妙子氏を講師に招き「快適に過
ごすための収納、整理術を学ぶ」
を開催し、19名が参加しました。
シニア世代にとって最善の整理、
収納は「安心・安全」であること
などを学びました。

完成の記念に皆さんで皆さん真剣な表情です

収入　109,514,461円　　支出　114,873,866円

昨年9月から今年2月まで、LCV
にて、毎月テーマを変えて様々な
情報を発信しました。
社協での取り組みなど、地域の方
に知っていただく良い機会となり
ました。

コロナ禍でも顔の見えるつ
ながりを大切に、65歳以
上の一人暮らしの方や、
75歳以上のご夫婦のみの
世帯へ、栄養バランスの良
いお弁当を配布しました。

6月から社協の仲間になりました。
よろしくお願いします。
地域福祉　森﨑明日香

22名が参加し、ワークショップ案内人の富岡史棋氏や
社協職員から共生社会やボランティアについて
学びました。

新型コロナウイルス感染拡大のため、オンラインで開催しました。

ボランティアに参加している方は、
　楽しみながら活動できている
　　　　　ことがわかった

宮崎県三股町社会福祉協議会の松崎亮氏と24名の参加者で、
事例報告の後、質疑応答を行いました。

8月17日(水)  第2回
「住民が楽しく活動する“宮崎県三股町”から学ぼう」

  三股町の事例を
もとに、
原村に活かせることは
  何だろう？

個性豊かな、様々な特技をもった人たちが
集まれば、つながりの中で
　　　　新たな活動が生まれるのでは

松崎亮氏

原村をもっと
好きになりたい

地域を繋ぐ宅配弁当デー 原村社協の
きずなチャンネル

手と手と手！

コロナ禍での新しい生活様式に合わせた形で、
さまざまな新規事業を実施しました。

原村そうぞうカフェ　第1回・第2回　開催報告原村そうぞうカフェ　第1回・第2回　開催報告

7月27日(水)  第1回「オリエンテーション」

新入職員紹介


