団体名・連絡先・担当者
総合福祉施設
須坂やすらぎの園

活動日

活動時間

7／23(月)～8／31(金)

9：30～11：30

須坂市本郷町 2887-1
℡246-4600 (担当中村)

(社福)グリーンアルム福祉会
須坂市仁礼町 7-10
℡215-2662 (担当宮下)

特別養護老人ホーム 須坂荘
須坂市塩野町 951
℡248-0839 (担当牧)

デイサービスセンターがりゅうの里
須坂市野辺町 560-1
℡242-7171 (担当桑原)

デイサービスセンターぬくもり園
須坂市村石町 1341-2
℡246-8462 (担当荒井)

デイサービスセンターすえひろ
須坂市馬場町 1243-1
℡246-6191 (担当中保)

須坂悠生寮
須坂市米子町 7-1
℡246-5156 (担当覚張)

さくらの杜

育豊

須坂市下八町 2366-イ
℡245-8108 (担当坂田)

須坂ひだまり作業所
須坂市春木町 483-3
℡248-2194 (担当甘利)

多機能事業所

もえぎ舎

須坂市井上町 2071-2
℡214-5227 (担当堀川)

放課後等デイサービス
みんなのムム
須坂市高梨町 343-1
℡214-5565 (担当高山)

放課後等デイサービス
わたしの一歩
須坂市馬場町 1211-5
℡214-5565 (担当小川)

NPO 法人ＳＴＡＲＳ
須坂市常盤町 752-イ
℡214-3756 (担当島田)

須坂市立須坂東部保育園
須坂市高橋町 1185-1
℡245-0645 (担当坂口)

須坂市立須坂保育園
須坂市東横町 1274
℡245-1841 (担当竹内)

活動内容
喫茶コーナーで飲み物の提供
利用者さんとお話

・7／29(日) 13：00～17：00 アルム祭(活動しながら利用者さんと祭りを楽しむ)
・8／23(木) 13：45～15：30 アルム喫茶(利用者さんに飲み物提供)
7／24
8／7・14・28

全火曜日

10：00～16：00

1日の
人数
2

各5

レクリエーションの手伝い
軽作業(お茶出し、片付け）

2

7／24(火)・26(木)

9：00～16：30

レクリエーション等の手伝い
利用者さんとお話

2

7／23(月)～8／31(金)
※土日 13～17 日除く

9：30～15：30

レクリエーションの手伝い
お茶出しや利用者さんとお話

2

8／17(金)～8／23(木)

8：20～16：15

夏祭り (出 店や おみこ しの 手伝
い)、利用者さんとお話

3

7／23(月)～8／31(金)

9：00～15：00

散歩、レクリエーション参加
軽作業(ノバキャップ・布巾縫い・
積み木作り等)

2

7／23(月)～27(金)
8／13(月)～18(土)

9：00～16：00

軽作業の手伝い
利用者さんとお話

3

8／18(土)

17：00～20：00

〈夏祭り〉
出店手伝い、介助の補助

何人
でも

7／23(月)～8／31(金)
※土日 13～17 日除く

9：00～16：00

生産活動
(ダンボール組立・土産品梱包等)

2

7／24・31
8／7・14・21・28
全火曜日

9：30～15：30

利用者さんと交流
自主製品の革製品作りに挑戦

2

7／25(水)～8／21(火)
※土日 13～16 日除く

10：00～15：00

室内での活動や外出の手伝い

2

7／25(水)～8／21(火)
※土日 13～16 日除く

10：00～15：00

室内での活動や外出の手伝い

2

9：00～15：00

子ども達の宿題の手伝い
一緒に遊ぶ

5

13：00～18：00

子ども達の宿題の手伝い
一緒に遊ぶ

5

7／27(金)～8／24(金)
※日月 11、14～16日除く
8／28(火)～31(金)

8／21(火)

9：30～15：00

子どもと遊ぶ、生活の援助
畑の草取り、メダル作り等

5

7／23(月)～26(木)
8／13(月)～17(金)

8：30～16：30

子どもと遊ぶ、生活の援助
プール活動

4

団体名・連絡先・担当者
須坂市立日野保育園
須坂市塩川町 188
℡245-4094 (担当片桐)

須坂市立高甫保育園
須坂市野辺町 1097-1
℡245-4154 (担当本多)

須坂市立井上保育園
須坂市幸高町 82-2
℡245-0485 (担当中島)

須坂市立北旭ヶ丘保育園
須坂市北旭ヶ丘町 3133-1
℡245-4041 (担当前角)

須坂市立須坂千曲保育園
須坂市中島町 250-1
℡245-1665 (担当小林)

須坂市立豊丘保育園
須坂市豊丘町 1066
℡248-2118 (担当横山)

須坂市立相之島保育園
須坂市相之島町 391
℡246-0975 (担当勝山)

須坂市立仁礼保育園
須坂市仁礼町 7-13
℡248-2192 (担当平林)

認定こども園 須坂双葉幼稚園
須坂市墨坂 4-7-4
℡245-2753 (担当垂澤)

北部児童センター
須坂市北旭ヶ丘町 3305-1
℡248-8381 (担当山嵜)

須坂市立図書館
須坂市常盤町 803-1
℡245-0784 (担当文平)

臥竜公園管理事務所
須坂市臥竜 2-4-8
℡245-1770 (担当丸山)

須坂市立博物館
須坂市臥竜 2-4-1
℡245-0407 (担当村木)

長野県立信州医療センター
須坂市大字須坂 1332
℡246-5511 (担当矢崎)

須坂手話サークル(代表長坂)
窓口：須坂市社協
℡214-2994 (担当柄澤)

朗読ボランティア
須坂あかりの会(代表廣田)
窓口：須坂市社協
℡214-2994 (担当柄澤)

活動日

活動時間

活動内容

1日の
人数

8／28(火)～30(木)

9：00～13：30

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育の準備、施設の清掃

5

7／23・26・30・31
8／2・6・7・9・10
17・28・29

8：30～14：00

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育活動の手伝い

2

7／25・30、 8／1・2
22・23・24・28

9：00～14：00

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育活動の手伝い

2

7／30(月)・31(火)
8／1(水)・2(木)

9：00～15：00

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育活動の手伝い

2

8／2・9・23
全木曜日

8：30～16：30

子どもと遊ぶ、生活の援助

2

7／25～27・30・31
8／3・6～10・20・23・24

9：00～15：00

子どもと遊ぶ、生活の援助
プール活、畑で収穫

2

7／26(木)・27(金)

8：30～16：30

子どもと遊ぶ、生活の援助
夏祭りの準備と手伝い

3

7／23・24・25
8／9・20・21

9：00～16：30

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育活動の手伝い

2

7／23(月)～8／31(金)
※土日除く

8：30～17：30

子どもと遊ぶ、生活の援助
保育活動の手伝い

3

7／26(木)～8／22(水)
※土日 14～16 日除く

10：00～17：00

来館した学童と一緒に遊び
安全に過ごせるよう見守る

2

「夏休みこどものつどい親子た
なばたまつり」の手伝い

5

8／4(土)

9：30～12：30

7／24(火)～8／31(金)
※7／30 除く
7／28(土)・29(日)
8／11(土)

9：00～11：00
13：00～15：00
8：30～12：00

臥竜山、竜ヶ池周囲のゴミ拾い
(活動後、動物園に入場ができます)

何人
でも

博物館イベント補助
(山へ入り昆虫採集等行う)

2

8／8(水)・22(水)

13：30～15：30

院内デイケア(患者さんとレク)

2

8／16(木)

15：00～16：00

院内デイケア(患者さんとレク)

2

病院内の清掃
(床掃除・シーツ交換等)

2

8／2(木)・7(火)・9(木)
21(火)・23(木)

9：00～16：00

7／24・31、8／21・28
全火曜日

19：00～21：00

手話を覚えたい方
実際に聴覚障がい者とお話

何人
でも

7／26、8／2・23・30
全木曜日

10：00～12：00

手話を覚えたい方
実際に聴覚障がい者とお話

何人
でも

7／25、8／22

14：00～15：00

グリーンアルム(高齢者施設)で紙芝居

2

8／1(水)

10：00～12：00

視覚障がいの方に朗読等

2

8／10(金)

14：45～

なずな豊丘(高齢者施設)で紙芝居

2

8／11(土)

11：00～11：30

図書館で子ども達に読み聞かせ

2

全水曜日

