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新池田学問所

第５回ふるさとチャレンジ塾

「池田つむぐプロジェクト」のメンバーと活動しよう
〜みんなの「好き」がつまった地図〜
２月20日(土)、新池田学問所ふるさとチャレンジ塾が開催されました。
「池田つむぐプロジェクト」
の中の子育てグループに属する藤井さんと桑山さんを講師に迎え、子どもたちがオリジナルの池田
町の地図を作りました。時間が足りなくなるぐらい夢中になって取り組み、真っ白の模造紙がお気
に入りの場所でいっぱいになりました。実際に作るなかで「他の子の話を聞いて初めて知る場所も
あった」という感想がきかれました。
藤井さんからは「白紙の状態から
描き上げるということで、ややハー
ドルの高い企画でしたが、いざやっ
てみると、子どもたちの想像力に感
服しました。彼ら彼女らの日常が垣
間見れたようで、非常に有意義な時
間となりました」と話し
して下さいま
間となりました」と話して下さいま
した。

ここがお気に入りの場所。
家族で行くよ〜！

ここのお店はおいしいよ。
いつも行ってるよ〜！
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令和３年度 池田町社会福祉協議会事業計画について
誰もが自分らしく暮らせるために、池田町民の全ての生活を支えることを目的に、自宅・地域で
その人らしい、喜びと満足感の高い暮らしの実現を目指します。

地域支え合い推進事業

支援事業の充実

〇第34回池田町社会福祉大会の開催
〇災害時住民支え合い活動推進事業
地域の助け合いで、安心して避難できる活動を
推進します。
〇ふれあい・いきいきサロンの推進事業
地域住民が地区の公民館等に集い、昼食会やレ
クリエーション等を楽しむことで、仲間づくり
や閉じこもり予防等を行う支え合い活動です。
〇サポートてるてる事業
地域の支え合いで、ちょっとしたお手伝いを行
います。
〇ぶらりおでかけ乗りましょカー

〇車いす、福祉車両の貸し出し
〇子育て支援事業
・助産師による育児支援家庭訪問事業
・子育て研修交流事業
〇生活資金及び生活福祉資金（県社協事業）の
効果的貸付
〇生活困窮者自立支援事業への協力
・まいさぽ出張所の開設
・子どもの学習支援事業の実施
〇日常生活自立支援事業の実施
〇金銭管理・財産保全サービスの実施
日常生活に必要な預貯金の出し入れをお手伝い
し、生活費のやりくりを一緒に考えます。
〇福祉輸送サービス事業
移動・移乗に介助が必要なため、公共交通機関
が利用できない方の外出時に、福祉車両で送迎
を行います。
〇心配ごと相談所事業

（訪問型サービスＤ型事業）

買い物の準備から買い物中のサポート、買い物
後の荷物運び等を支援します。
〇ファミリー・サポート・センター事業
地域の支え合いによる、お子さんの一時的な預
かりをサポートします。
〇社協報の発行、ホームページ・Facebookの活用
活動の紹介や講座の開催等情報を発信します。
〇福祉教育の推進
福祉への理解と関心を深める活動を推進します。
・ふるさとチャレンジ塾（町公民館と共催）
・いきいき元気みのり塾（町公民館と共催）
〇ボランティアセンター事業
・ボランティア相談斡旋
・災害ボランティアの養成、登録制度の推進
・ボランティア活動保険加入推進
〇生活支援体制整備事業
池田町支え合い・助け合いを広げる協議体や地
域支え合い推進員が、地域の支え合い・助け合
いの輪を広めます。

福祉サービスの充実と強化
介護保険サービスと障害福祉サービスに基づく事業
〇訪問介護事業
〇デイサービス事業（高姫・小島館・さくらの家）
〇居宅介護支援事業
〇訪問看護事業
〇地域活動支援センター事業（くわの木）
〇小規模多機能型居宅介護事業（おひさまの家）
〇特定相談支援・障害児相談支援事業
各事業の詳細はホームページをご覧いただくか、池田町
社協までお問い合わせ下さい。
ぶらりおでかけ
乗りましょカー

〇会費納入ご協力のお願い（7月〜）
〇赤い羽根共同募金運動ご協力のお願い（10月〜）
皆さんのご協力により、支え合いの活動が広がります。
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令和３年度 資金収支予算について
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令和３年度ボランティア活動保険加入のご案内
令和３年度ボランティア活動保険の新規加入・更新の受付を開始しました。加入を希望される個人・グループ
の皆さんは、池田町社会福祉協議会までお申し込み下さい。
【加入申込者】池田町社協に登録しているボランティア（個人、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人等）
【補 償 期 間】令和３年４月１日〜令和４年３月31日まで ※中途加入は、手続きの翌日から令和４年３月31日まで
【補 償 内 容】ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。（下記表参照）
【年間保険料】池田町社協会員の方は、1人あたり200円が助成され、( )内金額になります。
対象となる
日本国内における「自発的な意思により ボランティア活動
他人や社会に貢献する無償のボランティ
基本タイプでは、平時・災害時とも、地震・津波・
ア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。
噴火に起因する死傷について補償対象外となります。
①グループの会則に則り企画、立案された活動であること
災害ボランティア活動の参加は、
「天災・地震タイプ」
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）
への加入をおすすめします。
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復
途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場
所への往復途上となります。）

≪保険金が支払われる主な例≫
清掃ボランティ
ア活動中、転ん
でケガをして通
院した。
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活動中、食べた弁当でボランティア
自身が食中毒になって入院した。

令和２年度 赤い羽根共同募金 のご報告
令和２年10月1日から実施した赤い羽根共同募金について、ご報告いたします。
皆さまからの温かいご支援、ご協力に厚く御礼申し上げます。
池田町の皆さまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金は、

総額 ２,８３４,７４６円 となりました。
【内訳】

戸別募金
法人募金
職域募金

池田町役場、池田町社協

窓口募金
ザ・ビック信州池田店、
（募金箱設置） ハーブセンター、やすらぎの郷

2,573,496円
218,132円
18,734円
4,221円
20,163円

その他

戸別募金明細
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法人募金明細

地域の皆さんの活動・情報をお届け

( 順不同・敬称略）

い（いきいき）け（げんき）だ（だいすき池田） 通 信

第３号

やってみようボランティア・地域活動
いらなくなった布を切って、福祉施設等で使えるように
しています。『二八会』『老連女性部』『布切サロン』

子ども服のリユース活動を
しています。
『リユースいけだっこ』

買い物の送迎と付き添い
をしています。
『おでかけ乗りましょカー』

地域活動は、
「ありがとう」がたくさん聞かれ、お互いが元気になれる活動です。お手伝いを頼んだ方からは、
「こんなこと頼んでいいかと思っていたけど、快くやってもらって嬉しかった」「声を掛けてもらえて嬉しい」。
活動に参加されている方からは、
「活動があることで、自分の生活もメリハリが出る」
「着替えて『さあ、やろう』
という気持ちになれる」という声が聞かれます。これからも、ちょっとしたお手伝いや、お互い元気になれ
る活動を進め、お互い様の暮らしやすい池田町を、
「ありがとう」の声と共に、みなさんと目指していきます。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティア活動、サロンや体操教室などの
集いの場が思うように開催できませんでした。
しかし、集まれない時だからこそ、普段からの見守り、何気ない声掛けを意識して行いたいという声も多
く聞かれました。人と人とがつながり合い、支え合う事の大切さを改めて感じた年でした。
今年も、新しい生活様式に合わせた地域活動がどのようにできるか、みなさんと一緒に考えていきます。
５ 社協報いけだ

いけだファミリー･サポート･センター協力会員養成講座 開催のお知らせ
令和３年度の養成講座を開催いたします。多くの方のご参加をお待ちしています。
◆開催日時･内容

◆対 象
子育て支援（託児）に携わりたい池田町及び町近隣在住の方
◆参加費
無料
◆定 員
15名（必ず申込みをお願いします）
◆募集締切 令和３年５月19日（水）
◆その他
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、講座の日程変更や中止になる場合もあります。
◆申込み
池田町社協（TEL 62-9544）
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以上の方々から御寄付いただきました。厚くお礼申し上げます。（R2.12.13 〜 R3.3.14）
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どんな相談内容でもお受けしています。
秘密厳守・相談無料です。お気軽にご相談ください。
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令和３年４月からの相談員紹介
写真左から（敬称略）

有川美保子 ・ 中山きよ子 ・ 丸山 史子
荒井
勇 ・ 青木 広充 ・ 赤田伊佐雄

※大北地区の社協で開設している相談所は、池田町在住であればどこでも
ご利用いただけます。詳細は、下記開設社協に直接お問合せ下さい。
大町市社協 (℡22-1501)、松川村社協 (℡62-9000)、白馬村社協 (℡72-7230)、小谷村社協 (℡82-2430)
発行：池田町社会福祉協議会

池田町大字池田2005-1

池田町社協 URL：http//www.ikedashakyo.or.jp
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