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なんでも相談所ご案内

○いけだボランティアセンター………………………………..
○いけだ社協介護支援事業所………………………………
○いけだ地域活動支援センターくわの木……………………
○いけだ社協特定相談支援事業所……………………….

社会福祉法人 池田町社会福祉協議会
（発行）

〒399-8601 
北安曇郡池田町大字池田2005-1
池田町総合福祉センター“やすらぎの郷”内

○いけだ訪問介護事業所…………………………………….
○いけだ訪問看護ステーション………………………………
○いけだデイサービスセンター高姫…………………………
○いけだデイサービスセンター小島館……………………...
○いけだ南部デイサービスセンターさくらの家……….
○いけだ小規模多機能型居宅介護事業所おひさまの家..

消火体験しました！

防災駅伝
すごろく

皆で協力して作ったダンボールハウス皆で食べると
おいしいね♬

今年のキャンプは、災害体験を目的として

防災食を作ったり、ダンボールで自分達の寝る場所

を作ったりしました。

認知症や精神障がい、知的障がいにより判断能力が低下して

きている方の財産管理のこと、身寄りがない方の将来の財産管理、

相続、契約のことなど、この機会に相談してみませんか。

こんな心配ありませんか

・成年後見制度ってどんな時に利用するの？
・手続きはどうすればいいの？
・後見人は何をやってくれる人なの？

相談は無料、予約された方が優先となります

日 時：平成30年11月22日(木) 13:30～15:30

場 所：池田町総合福祉センター

やすらぎの郷 1F会議室

問合せ：池田町地域包括支援センター ℡61-5000

平成30年度職員採用試験のお知らせ平成30年度職員採用試験のお知らせ

平成30年8月1日～2日、池田町公民館との共催でふるさとチャレンジ塾「キャンプ」を開催し、24名の小学生が
参加しました。
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岡山県岡山市への災害支援バスパック活動報告

平成30年７月豪雨災害義援金の募集について平成30年７月豪雨災害義援金の募集について

池田町災害救援ボランティアセンターは、7月豪雨災害被災地への支援のためのバスパックに参加して
下さる方を募集し、8月5日(日)～7日(火)の日程で8名が活動してきました。

平日でしたが110人程のボランティアの方達
が県内外から駆けつけていました。

豪雨被害から1カ月が経ちますが、未だに窓やドアが全
開になったままの家や、一階で生活できない状態の家が多
く、被害の大きさを改めて感じました。
今回、南古都団地内の家屋(屋外)と公園内の堆積土の除

去作業や土嚢の回収作業を行いました。南古都は砂川の破
堤の真正面にあり、99cmの浸水があった地区です。
作業に伺った家の方の話では「浸水当時は寝ていて全く

気付かず、気付いた時には既に靴が水に浮いている状態で
あった」とのことでした。

被災された方のお宅を直接訪問し、生活の状況等を聞かせていただきました。
また実際にボランティア活動をしている様子を確認したり、ボランティアの

方や依頼された地域の方のお話を聞いたりしました。
1カ月が経ち、被災直後から変化はありますがボランティアをしてほしいと

いうニーズが多く、まだまだボランティアの方の力が必要だと感じました。

豪雨災害により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
長野県共同募金会池田町共同募金委員会では、下記のとおり義援金箱を設置しています。

設置場所：やすらぎの郷 社協窓口 設置期間：～平成30年12月28日(金)まで
皆様のあたたかいご協力、よろしくお願いいたします。

8月8日(水)～13日(月)の日程で広島県三原市災害ボランティアセンターへ池田町社協職員１名を

派遣しました。

豪雨被災地社協への関東ブロック応援職員派遣報告

興味のある方、どなたでもご参加ください。

●日時 平成30年10月19日(金)13:00～15:30

●会場 白馬村多目的ホール

●テーマ 居場所づくりを考えよう ～多世代交流で暮らしやすい地域を目指して～

●発表者 各市町村で居場所づくりの活動をしている団体

●参加費 無料

●参加申し込みや詳細は池田町社会福祉協議会(62-9544) へお問い合わせください。

池田町ボランティア活動連絡会よりお知らせ

池田町ボランティア活動連絡会では、ボランティア全国フォーラム軽井沢2018に参加します。定員

にまだ余裕がありますので、ご希望の方は池田町社協(62-9544)へお問い合わせください。

●日時 平成30年11月3日(土) 13:00～17:00

●会場 軽井沢大賀ホール

●詳細については軽井沢町社会福祉協議会HP(http://www.karuizawashakyo.com/)をご覧ください。

お配りするチラシ及び募金封筒をご覧の上、皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

平成29年度、池田町の皆様から、合計２，８２０，９２０円 ものご協力を頂きました。

ふれあい・サロン中之郷 サロンの情報交換会和合げんき会

【配分金を活用している事業】

『ふれあい・いきいきサロン』は、高齢の方の仲間作りや

地域の皆さんの交流の場になっています。

平成29年度は、27地区で開催されました。

地域で集めた募金は、集めた地域で使われます

赤い羽根共同募金へのご協力をお願いいたします。

平成 30 年度

二丁目さくら会

10月1日～ 活動が始まります

第20回大北ブロックボランティア地域活動フォーラム開催
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1丁目『地域の支え合い研修会』 『のびのびゴム体操』
公民館を拠点として始まった『のびのびゴム

体操』が、現在15地区程で定期的に開催さ

れています。無理なく自分の体力に合わせて

体を動かすことができ、地域の交流の場にも

なっています。

『実家の茶の間』

『コミュニティえみ』
高瀬橋南の『コミュニ

ティえみ』は、今年3月

にオープンしました。

笑顔あふれ、ご近所の

仲良しさんと運動がて

ら歩いて行かれ、気軽

に立ち寄れる地域のコ

ミュニティカフェです。

共働きや片親世帯のお

子さんの居場所、託児

や何でも相談にも対応

しています。

1丁目の『実家の茶の間』では、8月から

“子ども食堂”を始めました。

みんなでご飯を作ったり、宿題をやったり、

遊んだりして、楽しく過ごしています。

対 象：高瀬橋南、十日市場、中之郷の地域

住民の方々

営業日：月～金曜日の13時～

16時※託児は要相談

連絡先：090-9353-7609（矢野さん）

開設日について：

【通常開設】火～金曜日の10時半～16時頃まで

【子ども食堂開設】土曜日の10時～14時頃まで

お申込み：実家の茶の間へ直接、もしくは

080-4687-4002（曽根原さん）

1丁目では、6月29日（金）に自主防災会、

民生委員さんが中心となって、講師に中橋徹

也氏（NPO法人いのちのポータルサイト監

事）をお迎えし、『地域の支え合い研修会』

を開催しました。

★地域の支え合い活動・住民主体活動をご紹介します★

ご自宅でカフェを始めた矢野さん。居場所にな

ることを切に願い、「皆さんと話をすることが

元気の源」と温かく出迎えて下さいます♪

災害が起きた時に住民同士で助け合えるよう

に、「普段からの備え」と「日頃の支え合

い」について学び、災害時の体制づくりを考

えました。

総合学習講座 いきいき元気！みのり塾開催中

県民向け手話講座（入門編）参加者募集！

くわの木より  アルミ缶回収箱についてお知らせ
いけだ地域活動支援センター
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