3
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１縫製・園芸・イベント補助
①さをり製品の縫製、野菜栽培・草
抜きなどの園芸活動、日中活動や音
楽 活 動の際のお手 伝いな ど② 月 ～
金曜日の中で１時間前後③１回の活
動につき２人ほど。動きやすい服装
で、上靴を持参。
（「東山作業所」東山町５８９）
２散歩の付き添いや将棋など
①車いすの方の散歩の付き添い、オ
セロや将棋のできる方。②月曜日の
午前中と第２、４水曜日の午後以外
の日程ならいつでも可。③認知症を
理解されている方、コロナウイルス
感染症対策を守って下さる方。交通
費要相談。
（グループホーム「ポプラ神田」神
田１― ― ）
３お料理ボランティア
①お料理のボランティア。②木曜日
と土曜日以外。
（ 巽 病 院 通 所 介 護 事 業 所「 天 神 の
家」天神２―３―７）
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広がるつながりの輪

４部品の梱包作業や組み立て
①自動車部品の梱包作業、安全ピン
組み立て作業、乾電池包装作業のお
手伝い②月～金曜日の午後１時 分
～３時 分ごろ。
（ワークスペース「さつき」鉢塚１
―２―１（池田市医師会館別館））
５歌・演奏・手遊びなど
①歌や楽器の演奏、手遊びができる
方。将棋ができる方。②月～金曜日
の午後１時 分～２時 分。③女性
の方で２人まで。
介( 護 老人 保 健 施 設「かいせい」建
石町８― ）
６陶芸作業のお手伝い
①陶芸作業のお手伝い②平日③３人
（障害者支援施設「三恵園」中川原
町 ―１）

フードボランティア

13

47

30

30

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、
施設でボランティア受入れを
中止している可能性があります。
まずはボランティアセンターに
ご相談ください。

30

30

ボランティアグループからのお知らせ
『オリオン』おうちで楽しむコンサート
" 街のいい所とコラボ動画配信 "
10 月「リフレッシュ」～ハーブミュージアム レモングラス～
11 月「秋の行楽」〜縁〜
12 月「ミラクルクリスマス」～寺子屋・mae 〜
QR コード、または各月のテーマで検索してください。
※次にコラボしてくださる " いい所 ( 場所やお店など )" を募集中！
※生演奏のご依頼も
ボランティアセンターまで

フードパントリー
（食品配布）
新型コロナウイルスの影響により、人と会う機会が
減ったり困りごとが増えたりと日常生活に様々な
変化が起きています。そんな中、池田市社会福祉協
議会では、みなさんのために何かお役に立つことが
できないかと検討を重ね、大阪府福祉基金の助成を
得て、フードパントリーを開始しました。

フードドライブ（食品募集）
フードパントリーを行うためには食品が必要です。
この食品寄付も立派なボランティア活動です。
生活協同組合コープこうべや大阪北部農業協同組合
㈱ダイエー、㈱大塚製薬、㈱日清食品などの企業や、
市民の皆さまからの食品寄付によってこの活動は成
り立っています。
８月時点で市民から寄せられた食品の数は 833 点。
市民のみなさまの温かい気持ちに助けられています。
食品はまだまだ募集しています！
10

新型コロナウイルスが発生し
て 2 年目に突入しました。緊
急事態宣言の発令により、セン
ター登録ボランティアさんた
ちも思ったように活動できず、
試行錯誤を重ねつつ活動され
ています。前向きに活躍され
ているボランティアさんに心
を動かされています。 （も）

各地区で広がるフードパントリー
令和３年５月から始まったフードパントリーは、池
田市内の各地域でも、広がりをみせています。その
様子は、池田市社会福祉協議会が発行している「い
けだの社協」や「Facebook」などに各地域での様子
が載っているのでぜひみてくださいね♪

令

ティアグループ一覧冊子を更新しま
年ボラン
した
3
和
池田市ボランティアセンターに登録
しているボランティアグループは現
在 33 団体あります。
一覧冊子には各グループの情報が
載っています。センターやダイエー
池田駅前店入口ラックで配布してい
ますので、ぜひご覧ください。
また、ご覧になって興味を持たれた
団体等ございましたら、ボランティ
アセンターまでお気軽にお問合せく
ださいね♪
こちらの QR コードからも
ボランティアグループ情報に
アクセスできます！

本誌は、赤い羽根共同募金の
分配金を活用して作成
しています

10

ボランティア講座などお知らせ

13

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日時、場所、開催が変更になる場合がございます。
◎申し込みはセンターまで。随時、電話（753 － 8858）
、メール（vc@i-shakyo.or.jp）
、
来所で受け付けます。メールの場合は希望講座・住所・氏名・電話番号をご記入ください。
◎お支払いいただきました参加費は、いかなる理由においても返金できませんので、ご了承ください。

傾 聴 講 座

ペン１本でできる書いて伝えるボランティア
話し言葉を文字にして伝える方法を学びます。

相手の話に心から耳を傾ける
傾聴の技術を学びます。

時：10月４日、10月11日、10月18日、10月25日
（毎週月曜日 合計 4 回）
午後１時 30 分～ 3 時 30 分
場 所：池田市保健福祉総合センター
対 象：ボランティアに興味のある方
どなたでも歓迎です。
定 員：10 人（先着順）
参加費：400 円
講 師：いけだ筆記通訳グループ「すみれ」
言語聴覚士 武繩 睦美さん
日

池田市社会福祉協議会
イメージキャラクター
「さっち」

㈱ダイエーさんのご厚意で、ダイエー池田駅前店の入り口エレベーター付近に池
田市社会福祉協議会の活動をより多くの市民の方に知ってもらうために、お知ら
せラックを２台設置していただきました。
みなさんがお住まいの地域で行われている活動にご興味を持っていただき、参加
してもらうきっかけになればと思います。
配布しているチラシは、ボランティアセンターの案内はもちろんのこと、フード
パントリー・フードドライブや社協広報誌「いけだの社協」
、有償ボランティア「に
じの会」
、ファミリーサポートセンター、生活支援体制整備事業などの活動内容を
書いた情報紙、小地域ネッワーク「かわら版」など様々です。
みなさんもダイエーの近くに行かれた際は、ラックを確認してみてくださいね！

じつは、このラックの飾りつけは
センター登録のボランティアさんが
作ってくださいました！
㈱ダイエー

池田駅前店入口設置 ラック

10

お知らせ

職員とお届け場所の確認

自転車やバイクで
配達します

手提げかばんや巾着、小物入れなど

お弁当と一緒に
入っているのは

お弁当配達ボランティアの皆さん

どの講座も
初心者向け
誰でも気軽に
参加してね♪

フードパントリー（６月開催）
協力ボランティアの皆さん

皆さんのもとへ
お届けします

時：10月13日（水） 午前10時～11時30分
11 月 9 日（火） 午後 1 時～ 2 時30分
場 所：池田市保健福祉総合センター 研修室
対 象：ボランティアに興味のある方
どなたでも歓迎です。
定 員：各回３人（先着順）
参加費：無料
講 師：ボランティアセンター職員
日

目印をつけ間隔を空けて並んでもらう工夫

お弁当と一緒に入っている布製
品があります。
これらは、センター登録個人ボ
ランティアや、
作業の会「せん」で、
趣味や特技を生かしながら、ミシ
ンで一生懸命作ってくださったラ
ンチョンマットや小物入れ等の作
品です。
「どんなものがみなさんのお役
に立つだろうか」
「子どもさんが
いるご家庭なら、この布のデザイ
ンが気に入ってくれそう」などセ
ンター職員と相談しながら、たく
さんの作品を完成させ持って来て
くださっています。
８月現在、その作品数は、 点
にも及びます。どれも心温まる作
品ばかりです。

ボランティア活動紹介などを行う相談会です。
何かを始めてみたい方、お気軽にお越しください♪

日

池田市社会福祉協議会や地区福
祉委員会、関係機関等で見守りや
つながりづくりが必要と判断した
方を対象に、月１回お弁当の配食
を行っています。
「いけだ地域栄
養士会葉菜の会」のみなさんが、
栄養満点のお弁当を作ってくだ
さっています。
この真心のこもったお弁当をお
届けしてくださるのが、お弁当配
達のボランティアです。
基本的にお弁当は、お申し込み
の方が保健福祉総合センターまで
取りに来ていただきます。しかし、
なかにはお仕事の都合などで直接
取りに来られない方々もいらっ
しゃいます。
そんな方々へボランティアがご
自宅までお弁当を配達します。

ボランティアきっかけ講座

時：11月10日、11月17日、11月24日
（毎週水曜日 合計 3 回）
午後 1 時 30 分～４時 00 分
場 所：池田市保健福祉総合センター 作業室
対 象：ボランティアにご興味がある方
どなたでも大歓迎です。
定 員：25 名（先着順）
参加費：300 円
講 師：北原由美さん（一般社団法人聴きプロ .com）
運営協力：池田傾聴「さつき」

コロナウイルス感染対策をして
パントリーを行っています。

ボランティアの方にお話を聞く
と、
「みなさんのために少しでも
お役に立てれば」
「池田市民のみ
なさんへ恩返し」など前向きな気
持ちが参加のきっかけになったと
のこと。また、実際に活動してみ
て、
「コロナ禍でたくさんの方が
困っていることを知った」
「空い
ている時間を使って少しでもみな
さんの役に立ちたい」というご感
想もいただきました。
みなさん継続的にご参加され、
ボランティア同士でもつながりの
輪が広がっています。

要約筆記講座

活動に
必要不可欠な
ボランティア

池田市ボランティアセンターで
は、今年から、センターに登録さ
れている個人ボランティアの方
や、センター情報紙「ふれあい」
でフードボランティアにご協力い
ただける方を募集してきました。
現在、フードパントリーのボラ
ンティア 人、お弁当配達のボラ
ンティア４人の方にご協力してい
ただいています。
保健福祉総合センターでは毎月
１回フードパントリーと配食を
行っています。開催時の運営はす
べてボランティアの方へお願いし
ています。ボランティアの方々の
ご協力があってこそ、この活動が
成り立っています。

参加者へ検温とアルコール消毒

83

ところで…

池田市ボランティアセンターってどこにあるの？

市立池田病院の裏にある保健福祉総合センター

１階の

池田市社会福祉協議会
事務所にあります。
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