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ごぼう先生によるオンライン講演が２月から３月にかけて行われました。
各回とも平均して、田園ホールから約20名、ROCOCOから約３名、自宅からオンラ
インで約28名が、愛知県にいるごぼう先生と繋がりました。１回目は椅子体操、 
２回目はごぼう先生の息子さんたちと交流、３回目はスマホ講座を行いました。
毎回テーマが異なり、最後まで楽しい時間を過ごすことができました。

田園ホール会場

ROCOCO会場 各ご自宅
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新型コロナウイルスに負けない地域福祉を
各種イベントを振り返ってみよう！

～渡辺哲雄先生講演会～
優しい嘘？大切な人が認知症になったときあなたはどう接するか・・・

～ROCOCOおもちゃサロンプレオープン～
おもちゃが多くて迷っちゃう。お気に入りのおもちゃは見つかったかな？

～鈴木敏彦先生講演会～
あなたは大事なパートナー？認知症家族を支えていくために必要なことは

1月31日

2月12日

2月19日

初めてのオンライン講演会！
自宅からZoomで30名が参加しました。

池田町成年後見住民啓発セミナーの様子▼

◀借りるおもちゃを選んで
　いる様子
　
子ども達は約50種類
のおもちゃから一生
懸命おもちゃを選ん
でいました。

地域の皆さんだけ
ではなく、町の福
祉専門職の方も講
演会に参加されま
した。
写真の2つの会場
で は、Zoomをテ
レビなどの大画面
に映して、講演会
に参加しています。

社協2階大会議室の様子▼

NPO法人虹の家の様子▼

受付の様子▶
　
今回のプレオープン
は８世帯の皆様に利
用いただきました。ま
た遊びに来てくださ
いね！

ROCOCOおもちゃサロンの定期開催
が決まりました！（予約制です）
詳しくは別紙チラシを見て下さいね。

〇認知症の方の訴えに対し、すぐ説得や説明をしようとしがちです。本人の
　意思を傷つけないように小さな嘘をつくことは難しいですね（60代女性）
〇夫婦で参加しました。渡辺先生のお話はこれで3回目ですが、とても勉強
　になりました。まだまだ多くの人たちに聴衆してほしいですね。
　オンラインで拝聴できて良かったです。（70代男性）
〇「認知症の方との会話にはストーリーがある」という話を聞いて感銘致し
　ました。自分も70歳を超え、この先はわかりません。
　渡辺先生の「認知症ストーリー・ケア」の本を、我が子にも
　読んでほしいと思います。そして老後は、親子が心豊かに
　過ごせたら幸せです。（70代女性）

〇普段買うのを躊躇しているおもちゃをお借りでき、子どもの中で 
　も、人から物を借りていると、物を大切にするという気持ちが 
　あったようで良かったです。（30代）
〇お借りに行った時に、ご年配の方とのコミュニケーションが親も 
　子どもたちも嬉しかったです。（30代）
〇コロナが落ち着けば、その場でお試しで遊べる場が出来たらいい 
　ですね！子どもは喜んでいました。（40代）

【印象に残ったこと】
〇本人が中心であり、家族は意思決定支援のパートナー
（60代男性）
〇本人をしっかり見ること。知ることが基本。見ているようで見てい
　なかったりするのかも。（Zoom参加者より）
【全体を通しての感想】
〇思いがけない病気や、その時のために本人の意思を聞いておくの
　が必要だと感じました。（50代女性）
〇意思決定のプロセスを再認識できました。（60代男性）

参
加
者
の
声

参
加
者
の
声

参
加
者
の
声

命令・指示・禁止・𠮟責をしないで、相手（認知症
患者）の方に伝える話し方を考えてみましょう！

中心なのはあくまで本人！
家族や、支援をする人はあくまでもその人
にとっての大切な脇役なのです。
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ずっと変わらずできること！   ROCOCO行事など
新型コロナウイルス感染症への対策を行いながらやれることを楽しく実施中！

イオン北海道様よりクーポン発行継続中！

お問い合わせ先：池田町社会福祉協議会（☎︎015-579-2222）

WAONカードへのポイント贈呈は令和３年２月をもっ
て終了となりました。しかし、引き続きイオン北海道様
よりクーポン券の発行をいただき、ROCOCO ２号店
にご来場の方にマックスバリュ池田店で使えるクーポ

ン券をお渡ししております。
ぜひ皆さんこれからもROCOCO ２号店をよろしくお
願いいたします！

密を避けるため分散開催し、
軽いレクを行っています。
現在会食はせず、
昼食のお持ち帰りを
行っております。

新聞コラムの書き取りで美文
字力、時事力アップと「タイト
ル当て」に挑戦！

自分のペースで考えながらス
テップを踏むことができます。
認知症予防効果もアップ！

「この線はどこまでのびていく？」
クイズを解くように、単純だけど
も新たな発見も？

的にうまくあたるようになるまで
の練習も楽しい ！
当たるともっと楽しい！
いつの間にかいろんな人と気軽
におしゃべりも。

サロン活動が地域での
新しい人ととのつなが
りのきっかけに。

楽しい時間を一緒に！ふれあい昼食会

読んで、書いて、当ててみる？
天声人語茶論（サロン）

安全安心に、気軽に、介護予防
ふまねっとカフェ

クイズで新たな発見！
知識力アップサロン

知れば知るほど奥が深いダーツサロン

分別で人とつながる
再生ボランティアサロン

日　時：毎月第３金曜日（変動あり）
　　　  ①9：15 ～　②10：30 ～
場　所：池田町保健センター
対象者：65歳以上の一人暮らしの方（事前登録）
参加費：毎回200円
＊該当者以外で参加ご希望の方はご相談ください＊

日　時：毎週木曜日（うち２回程度）
　　　 14：00 ～ 15：30 
場　所：ROCOCO本店
対象者：どなたでも　参加費：無　料
※月ごとに参加日程表を作成しております。（人数制限を
行っているため）参加については事前にご相談ください。

日　時：毎週月曜日と金曜日
　　　 10：00 ～ 11：00
場　所：ROCOCO ２号店
対象者：どなたでも（先着１０名予約優先）
参加費：無　料
※コーヒーの提供はお休みしております。

日　時：第2・４木曜日
　　　 15：30 ～ 17：00 
場　所：ROCOCO本店
対象者：どなたでも　参加費：無　料
※会場人数制限中のため参加については
事前にご相談ください。

日　時：毎週月曜日
　　　 10：00 ～ 12：00
場　所：ROCOCO ２号店
対象者：どなたでも（先着12名予約優先）
参加費：無　料

日　時：毎週水曜日（うち２回程度）
　　　  13：00 ～ 15：00 
場　所：ROCOCO本店
対象者：どなたでも　参加費：無　料
※月ごとに参加日程表を作成しております。（人数制限を
行っているため）参加については事前にご相談ください。

ROCOCO2号店ニュース
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令和2年度　共同募金・歳末たすけあい募金実績表（行政区・戸別）
公区名 共同募金 歳末たすけあい

１丁目  5,000  ‐ 
２丁目  21,500  12,900 
３丁目  29,000  17,400 
４丁目  12,500  7,500 
５丁目  12,000  12,300 
６丁目  14,600  21,900 
７丁目  9,000  6,600 
８丁目  61,300  41,800 
９丁目  45,000  30,000 
１０丁目  20,400  20,400 
鉄道  7,500  4,500 
南１丁目  14,000  14,000 
東２条  10,000  6,000 
旭町１  29,500  21,000 
旭町２  37,000  22,200 
旭町３

 64,100  35,100 
旭町中央
旭町４  59,200  36,900 
１１丁目

 136,000  80,000 緑苑南
緑苑北

公区名 共同募金 歳末たすけあい
利別東  59,000  36,100 
利別中央  64,800  40,000 
利別西  70,400  37,600 
利別１  6,500  6,100 
利別２  11,500  6,900 
清見１  20,000  15,000 
清見２  8,500  5,100 
豊田１  6,500  3,900 
豊田２  8,000  4,800 
青山１  5,000  ‐ 
青山２  9,000  5,400 
千代田朝日  3,500  2,100 
千代田三日月  7,500 ‐
千代田栄  5,000  3,000 
千代田西  29,500  17,700 
川合１  ‐  ‐ 
川合２  12,000  7,200 
昭栄東  ‐  ‐ 
昭栄３  ‐  ‐ 
昭栄４  ‐  ‐ 
昭栄５  7,500  4,500 

公区名 共同募金 歳末たすけあい
東台１  8,500  5,100 
東台３

14,000 8,400東台４
東台三愛
富岡１  2,000  900 
富岡３  2,000  1,200 
様舞  6,500  3,900 
信取１  5,000  3,000 
信取３  12,500  7,500 
美加登２  1,500  900 
美加登３  1,500  900 
常盤１  3,500  ‐ 
常盤２  ‐  ‐ 
常盤３  5,000  3,000 
大森１  5,500  3,300 
大森２  5,000  3,000 
大森３  9,000  5,400 
高島東  13,500  8,100 
高島中央  10,000  6,000 
高島西  10,500  10,500 
近牛  7,500  4,500 
合計  1,044,800  661,500 

共同募金配分の流れ（運動期間：10 月 1 日～ 12 月 31 日）

募金目標の設定

皆様からの募金

池田町共同募金委員会

北海道共同募金会

池田町共同募金委員会事務経費………………  130,000 円

北海道地域助成充当金  …………………………298,794 円

十勝地方共同募金委員会事務費………………… 13,000 円

市町村地域助成金……………………………  1,241,000 円
池田町社会福祉協議会
NPO 法人クローバー共同作業所
池田町老人クラブ連合会
身体障害者福祉協会池田町分会
池田地区保護司会
ふまねっとサポーターズいけだ
いけだ食堂みんなのキッチン
池田町こどもを育てる親の会

ＮＰＯ法人虹の家

池田町母子寡婦会
輪っかの会
池田町更生保護女性会

（令和3年度の各種福祉事業に活用されます）

（北海道共同募金会が、全道的視野に立って民間団体が行う各福祉事業及び福祉施設等に助
成し、活用されます。）

741,000 円
20,000 円

170,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
20,000 円
20,000 円

50,000 円

30,000 円
10,000 円
30,000 円

目標額 1,700,000円 実績額 1,682,794円
（達成率 99％）

赤い羽根共同募金運動実績報告

内　訳 戸別募金　1,044,800 円　　法人等　437,000 円　　職域等　200,994 円

ＮＰＯ法人いけだケアセンター
グループホームのどか 50,000 円

池田町へ助成金

赤い羽根共同募金運動が、令和２年１０月１日から１２月３１日までの間、実施されました。
皆様から寄せられた善意の募金は、安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域の様々な福祉活動やボランティア
活動を支えるために、また民間の福祉施設や福祉団体の活動に活用されております。皆様からのご協力大変有り
難うございました。



住所 法人名 金額

ミサワ美粧院 2,000

㈲とりせい 5,000

㈱広部鉄工場 10,000

㈲池田有沢呉服店 5,000

㈲北金物店 5,000

㈱渡商店 10,000

㈱帯広公益社池田支店 10,000

㈲池田ワイン美装 10,000

㈲新津商店 5,000

華舟堂看板店 5,000

藤田クリニック 10,000

塚本歯科医院 10,000

お菓子のかほり 1,000

赤松理容店 3,000

コアックス㈱池田工場 2,000

十勝いけだミートパッカー㈱ 20,000

丸藤シートパイル㈱道東営業所道東工場 3,000

㈱合掌建設 5,000

医療法人蒼生くりばやし医院 10,000
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令和2年度　共同募金・歳末たすけあい募金実績表（職域・学校・街頭・個人）
団体名 共同募金 歳末たすけあい

職　域

池田町役場 45,525 46,339
池田河川事業所 2,365 2,310
池田警察署 － 6,000
社協事務局 3,500 3,447
北電池田営業所 480 －
池田光寿会長寿苑 2,075 1,591
池田光寿会光寿苑 2,100 2,000
池田町デイサービスセンター 1,000 500
グループホームきよみ 2,000 2,000

多機能ホームいこい
グループホームきずな 5,000 5,000

池田保育園 6,900 2,600
池田税務署 5,500 7,000
十勝いけだ地域医療センター 15,495 －
ドリームワーク 2,590 －

団体名 共同募金 歳末たすけあい

団　体

池田町議会議員会 12,000 12,000
民生児童委員協議会 31,000 9,300
農業委員会親睦会 1,600 1,600
池田町更生保護女性会 13,295 －
池田ライオンズクラブ － 30,000
池田地区保護司会 5,400 －
生命保険協会 10,000 －

学　校

利別小学校 316 －
高島小学校 925 －
池田中学校生徒会 8,983 －
池田高校 11,792 －
池田高校教職員 － 2,967

その他

寄付金付きバッジ 566 －
マックスバリュ 1,189 －
北海道コカ・コーラボトリング㈱自販機寄付 4,008 －
個人 5,390 －

合　計 200,994 134,654

目標額   800,000円 実績額   796,154円
（達成率 99.5％）

歳末たすけあい運動実績報告

助成金を利用して
各世帯に有効活用されています。

内　訳 戸別募金　661,500 円　　　職域等　134,654 円

前年度繰越金

次年度繰越金
助成合計

174,117円

246,271円

724,000円
助成内訳

母子・父子家族 20 世帯 114,000
重度心身障害児 2 人 20,000
要保護世帯 51 世帯 275,000
地域サービス事業（R2 事業） 3 件 70,000
地域使途事業（R3事業） 2 件 245,000

↑各種福祉団体の活動などに共同募金
　の一部が活用されています。

令和2年度　共同募金実績表（法人）
住所 法人名 金額

㈲味の香味屋 10,000

鈴木理容所 5,000

㈱田岡燃料 10,000

㈱米倉商店 10,000

㈱遊佐組 10,000

池田ワイン製菓㈱ 5,000

ワインタクシー㈱ 10,000

池田町商工会 5,000

ご馳走家　ゆたか 3,000

深沢商店 500

㈲お菓子の小松 1,000

高田漢方薬師堂 1,000

㈲ミツヤデンキ 3,000

みゆき設備 3,000

㈲寺井電器 500

山口商店 500

ディスカウント鈴木 10,000

関口美容室 3,000

㈲小杉商店 10,000

住所 法人名 金額

㈱赤坂建設 5,000

㈲豊永工業 5,000

㈱鳴海建設 2,000

池田桜通り診療所 3,000

美容室ｗａｔｚ 3,000

いわくま理美容院 500

三浦鍼灸院 1,000

㈲細川経営ビジネス 5,000

スーパーうめだ 10,000

㈲ユニオンドライ 2,000

いしだ整骨院 5,000

M ボディーサービス 3,000

いけだ動物病院 5,000

旬彩家楽志乃 3,000

㈱十勝工建 5,000

榎本ボデー工業 20,000

㈲池田車両整備工場 5,000

佐藤鉄工所 3,000

ミスタータイヤマン池田店 10,000

住所 法人名 金額

機械サービス大井 1,000

後出板金工業所 5,000

十勝製餡㈱ 10,000

横山電気商会㈱ 5,000

㈱江川建設 5,000

ＪＡ十勝池田町農協 30,000

BARBAR 岸本理容室 3,000

ローソン池田利別店 3,000

ヘアードレッサー美恵子 3,000

理容の前田 5,000

サカモトメタル 5,000

㈱山本鉄工 5,000

㈱桑野建設 10,000

ＪＡ十勝高島農協 20,000
  合　計 437,000

1
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。
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・栗林 秀樹　　　東2条
　特別養護老人ホーム池田光寿苑施設運営のために
	 100,000円
・匿名
　池田町デイサービスセンター施設運営のために
	 	50,000円
・清水 静子　　　東2条
　池田町デイサービスセンター施設運営のために
	 50,000円

・栗林 秀樹　　　東2条
　生活介護事業所こんぱすへ指定預託	 100,000円
　ＮＰＯ法人虹の家へ指定預託	 100,000円

✾あたたかいご寄付ありがとうございます✾　（令和2年12月1日より令和3年1月31日まで）敬称略

再生ボランティア活動にご協力いただいた方

・赤坂 直子　　　　　・佐藤 まゆみ　　・旭町 3 旭寿会 　・旭町 4 丁目町内会、旭町 4 親交会　　
・和田商店とお客様　  ・障害福祉サービス事業所こんぱす　・就労支援センターこんぱす　 ・（有）小杉商店

・大木 敏子　　・金山 益子　　・赤坂 直子　　・伊藤 澄子　　 ・（有）小杉商店　　　
・旭町 4 丁目町内会、旭町 4 親交会　　・旭町 3 旭寿会　　・川合万寿クラブ　  　・就労支援センターこんぱす
・障害福祉サービス事業所こんぱす　 　・ＮＰＯ法人クローバー共同作業所

エコキャップ（全国障害者福祉援護協会北海道地区本部へ）

リングプル（リングプル再生ネットワークへ）

か所（おもちゃ図書館全国連絡会に登録している箇所）ありま
す。ROCOCOおもちゃサロンはまだまだ出来立てほやほやで
す。夢は大きく、日本一のおもちゃ図書館です！皆さんと一緒
に作っていきたいと思っています。まずは一度、遊びに来てく
ださいね。　　　　　　　　　　　　　　　　     （吉田直人）

5月からROCOCOおもちゃサロン（おもちゃ図書館）が定期的
に開催されます。おもちゃ図書館は、障害のある子どもたちが
楽しくおもちゃで遊べるようにと願いつくられたボランティ
ア活動です。現在は障害の有無に問わず誰もが遊ぶことがで
きるおもちゃ図書館が全国に約500か所あり、北海道にも14

編　集　後　記

◎池田町社会福祉協議会へご寄付いただいた方　　 ◎池田光寿会へご寄付いただいた方

◎ボランティアセンターへご預託いただいた方

・池田町更生保護女性会 会長 神谷 徳子
　創立50周年を記念して	 20,000円
・上田 英宏　　　浦幌町
　父（喜久雄	様）のご逝去に際して	 100,000円
・桑原 靖友　　　旭町4丁目
　父（孝志	様）のご逝去に際して	 100,000円
・斎藤 源嗣　　　大森
　父（惟徳	様）のご逝去に際して	 100,000円
・遊ゆう大学元気体操クラブ 中島 富子
　地域福祉のために	 	30,000円
・清水 静子　　　東2条
　夫（孝一	様）のご逝去に際して	 50,000円
・田中 繁則　　　音更町
　父（謙一	様）のご逝去に際して	 100,000円
・北海道コカ・コーラボトリング株式会社帯広事業所
　	 コカ・コーラ製品5ケース

地域サロンなどに派遣され、住民同士をつなげるお手伝いをする
仕事です。感染予防対策はしっかりしていますので安心。最初に
有給での現場研修があるので福祉の経験がなくても大丈夫です。

非常勤職員「住民活動支援員」募集！ 公益財団法人 生命保険ファイナン
シャルアドバイザー協会帯広協会よ
り、軽乗用車のご寄付がありました。

資　　　格：要普免
賃　　　金：時給900円
通 勤 手 当：自宅まで5キロ以上
年　　　齢：60歳以下
労 働 時 間：4時間程度／週1 ～ 5日
※上記の時間内で、毎月希望を聞いて柔軟
　にシフトを組むのでとても働きやすい
　環境です。
募集人員：若干名
採用方法：面接のみ
※業務内容及び勤務条件の詳細はお問い合わせください。
池田町社会福祉協議会（☎579‐2222）

この度、令和２年度永続的フィランスロピー（社
会貢献活動）として、軽乗用車 1台をご寄贈い
ただきました。地域福祉活動の推進に生かさせ
ていただきます。この場をお借りしまして、心よ
り感謝申し上げます。


