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　８月６日、池田町公民館との共催で「ふるさとチャレンジ塾」を開催し、13名の小学生が参加
しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、恒例のキャンプは実施できませんでしたが
“夏休み特別ふるさとチャレンジ塾”として、オンラインワークショップ、ボッチャ大会や野菜
収穫体験と内容盛り沢山の企画で楽しい時間を過ごしました。

※大町市社協（℡22-1501）、白馬村社協(℡72-7230)、小谷村社協(℡82-2430)でも開設しています。直接お問合せください。

心配ごと相談所ご案内

　オンラインワークショップでは、アマゾン社員の方を講師に迎え、
電気の仕組みを学び、電池やLEDを使った電子工作を行いました。
　苦戦しながらも、友達と助け合いながら、思い思いの“光るオブジェ”
を完成させました。

ボッチャ大会 野菜収穫体験

アマゾンウェブサービス

オンラインワークショップ

白いボールを狙うの
は難しかったけど、
とても楽しかった。
またやりたいです。

登校時に野菜が大きく
なっていくのを楽しみに
見ていた。沢山、野菜が
収穫出来て嬉しい。

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、直接開設の社協にお問合せ下さい。(秘密厳守・相談無料です)

開設社協・開設場所 開設日 時間 内容 相談員

池田町社協(℡62-9544)

池田町総合福祉センター
“やすらぎの郷”

10月 12日（火） 13：30～15：30

なんでも相談 心配ごと相談員

10月 26日（火） 13：30～15：30

11月 9日（火） 13：30～15：30

11月 30日（火） 13：30～15：30

12月 14日（火） 13：30～15：30

12月 28日（火） 13：30～15：30

松川村社協(℡62-9000)

松川村福祉プラザゆうあい館

10月 6日（水） 13：00～15：00 生活全般・行政相談・
結婚相談

民生児童委員

行政相談員

結婚相談員

11月 10日（水） 13：00～15：00 生活全般・子育て・
結婚相談

民生児童委員
結婚相談員

12月 1日（水） 13：00～15：00 生活全般・人権擁護・
結婚相談

民生児童委員

結婚相談員

人権擁護委員

御寄付お礼

以上の方々からご寄付いただきました。

厚くお礼申し上げます。（R3.6.13 ～ R3.9.12）

㈱なぶーる　様 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20,108円

大北建設労働組合池田地区　様 ・・・・・・ 7,100円

匿名者　様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000円

池田町社協では、
パート介護員等を
随時募集しています
詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

池田町社協　  TEL  62-9544

清拭用の布をお譲りください
　デイサービス等で使用する清拭用の布等を集めています。新品でなくても構いませんのでご協力を
お願いします。社協窓口まで直接お持ちいただくか、ご連絡いただければ取りに伺います。

　例えば   ・綿の柔らかいもの    ・Tシャツや肌着    　  〈お問合せ先〉
　　　　   ・バスタオル、タオル等　　　　　　　　　　 池田町社協　TEL 62-9544

　お譲りいただいた布はボ
ランティアの皆さんに切っ
ていただき、デイサービス
等で使用する清拭用の布と
して使わせていただいてい
ます。

布切りサロンの様子



地域の
ふれあい･いきいき
サロン事業

1,150,000円

高齢者、
障がい児者
外出支援事業

39,000円

支え合い活動
「サポートてるてる」

事業

173,000円

子育て研修･
子育て支援事業

155,000円

災害時住民
支え合い
活動推進事業

70,000円

社協報いけだ　２３　社協報いけだ

長野県共同募金会池田町共同募金委員会より

10月1日～
募金運動が
始まります

　池田町で寄せられた募金の80％は池田町の支え合い活動に、20％は県内の福祉活動へ配分されます。
なお、県全体の募金実績と使途報告については、全戸配布しているチラシ（全県版）をご覧ください。

赤い羽根共同募金へのご協力を
お願いいたします

令和３年度

わたしのまち池田町の
幸せのために

配分金
池田町の支え合い

活動へ

2,311,746円

広報活動事業

724,746円

令和 3年度池田町への配分金と使途計画

い（いきいき） け（げんき） だ（だいすき池田）  通 信地域の皆さんの活動・情報をお届け 第５号

　８月下旬～９月まで感染症対策のため、予定していたサロンの延期や中止、
ゴム体操の集いが中止になっている地区が多くあります。主催者の方から中
止や延期の連絡を頂く際「今はできないけれど、またやろうと思っている。
その時には、またよろしくね」「こんな状況じゃサロンはできないよ。何か
別の手段を考えたいから、何かいい案あるかい」などの声も聞かれるように
なりました。今までの感染症対策は「中止すること」でしたが、少しずつ「工
夫すること」へ変化がみられるようになっています。
　池田町社協では、コロナ禍で工夫しながら活動している地区のサロン、交
流活動、支え合い活動を応援しています。池田町には、自分らしい「生きがい」
をもって、活動している方、活動に参加している方がたくさんいらっしゃい
ます。今年度、第34回池田町社会福祉大会では、池田町内における様々な活
動を多くの方に知っていただくことと、活動に参加するきっかけにすること
を目的に、ビデオ上映をさせていただく予定です。表彰式典等もオンライン
配信させていただき、自宅等でもご覧いただくことができるように検討して
います。コロナ禍でも工夫してできることを、今後も皆さんと一緒に考え実
施していきたいと思います。
　内容等詳細については池田町社協（℡62-9544）までお気軽にお問合せく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　（地域支え合い推進員　山口 なほ子）

サロン研修会

長野県社協事業「災害福祉カン
タンマップ実証実験」への参加

福祉車輌

お弁当配達の様子
配達している
お弁当子育て研修会

社協報
いけだ

長野大学相談援助実習生を受け入れました
　８～９月に池田町社協で長野大学3年生岡田彩音さんが実習を行いました。社会福祉士の国家資
格取得に向けて、日々勉強されています。実習の感想を寄せていただいたので、紹介させて頂きます。

　実習中たくさんの方と関わらせていただき、町内の方の
暮らしの様子や暮らしを支え合い助け合う地域の体制につ
いて学ぶことができました。そうした中で、人とのつなが
りやお互い様という気持ちが体制づくりに関係していると
感じました。コロナ禍にもかかわらず受け入れて下さり、
とても貴重な経験をすることができました。ありがとうご
ざいました。

第22回  大北ブロックボランティア
地域活動フォーラムを開催します

おしらせ

　大北ブロックボランティア地域活動フォーラムは、大北地域のボランティア活動団体の情報交
換を行いながら、より良い地域づくりについて、みんなで共に考える学びの場です。今年はオン
ラインで大北５市町村のそれぞれの会場をつなぎ、新たな形で開催することとなりました。皆さ
んのご参加をお待ちしています。

　日　時　 令和３年１0月４日（月）   13：30～ 15：00
　会　場　 池田町交流センターかえでホール
　内　容　 ４丁目地区体操活動発表、講演「平時を楽しみ有事に備える」
　講　師　 林  映寿 氏（日本笑顔プロジェクト代表）
　定　員　 40名
　参加費　 無料
　申込み　 池田町社協（℡62-9544）
※池田町の判断により貸館中止となった際の参加方法（オンライン）は申し込まれた方に個別にお知らせします。

講師プロフィール
　1976年(昭和51年)生まれ。真言宗豊山派浄光寺副住職として、仏教離れする現代
でいかに必要とされる寺院になれるかを課題にあげ、数々の寺子屋活動を行う。
2011年に災害支援団体「日本笑顔プロジェクト」を発足。2019年10月に発生した
台風19号被害以降、地元でも精力的に復興支援を行う。

第34回池田町社会福祉大会をオンラインの開催で予定しています
　日　時　 令和３年12月11日（土）   13：30～ 15：00
　会　場　 池田町交流センターかえでホール
　内　容　 表彰式典 ／ 地域交流活動のビデオ上映
※詳細は池田町社協（℡62-9544）へお問い合わせください。

予 告
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㈱なぶーる　様 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20,108円

大北建設労働組合池田地区　様 ・・・・・・ 7,100円

匿名者　様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000円

池田町社協では、
パート介護員等を
随時募集しています
詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

池田町社協　  TEL  62-9544

清拭用の布をお譲りください
　デイサービス等で使用する清拭用の布等を集めています。新品でなくても構いませんのでご協力を
お願いします。社協窓口まで直接お持ちいただくか、ご連絡いただければ取りに伺います。

　例えば   ・綿の柔らかいもの    ・Tシャツや肌着    　  〈お問合せ先〉
　　　　   ・バスタオル、タオル等　　　　　　　　　　 池田町社協　TEL 62-9544

　お譲りいただいた布はボ
ランティアの皆さんに切っ
ていただき、デイサービス
等で使用する清拭用の布と
して使わせていただいてい
ます。

布切りサロンの様子


