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この情報紙は、
3ヶ 月 に 1 回
発行しています。
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おはよう、こんにちは、
さようならを兼ねるイタ
リアの挨拶語（ciao）。
気軽に声をかけあえる
地域福祉を目指します。

社協だより「ちゃお！」第104号 令和4年10月発行

次回、『ちゃお！』105号の発行は令和5年1月上旬（行政回覧）を予定しています。

社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会　
〒359－1112　埼玉県所沢市泉町1861－1（所沢市こどもと福祉の未来館3階）
04－2926－8202　　  04－2925－3419（平日8:30～17:15）　　　　　  
　　　　　 http://www.toko-shakyo.or.jp/
望月印刷株式会社

点字版は「花みずき」、音訳版は
「そよかぜ」の両ボランティア
グループにご協力いただいて
おります。ご利用されたい方は、
社協までご連絡ください。

点字版・音訳版も
あります発行

電話

印刷

住所

FAX

ホームページアドレス 所沢  社協 検索

つながりをたやさない社会づくりつながりをたやさない社会づくり
～赤い羽根共同募金運動～

　赤い羽根共同募金は、
「地域の居場所づくり」や
「こどもの貧困に対する食支
援」等に活用されています。
　詳細は２ページをご覧くだ
さい。

所沢市愛の福祉基金を活用しています。

　本会では、ひとり親家庭等を対象にレトルト食品や飲み
物、お菓子等をお配りしています。食支援を入口とし、子ど
もの居場所や学習支援、ひとり親の就労支援等、一人ひと
りの支援ニーズに合った情報提供や相談窓口につなげる
ことを目的としています。
　併せて、生活に関する相談を伺っています。

　「配布する食料品の協力をしたい！」と
いう方は、ぜひお問い合わせください。

ご寄付は、大切に地域福祉活動に活用していきます。

皆さまの社協事業への
ご理解とご寄付に深く感謝申し上げます。

当日のパントリーの様子

皆さまの善意
令和４年6月１日～8月31日

●愛の福祉基金　合計 445,750円
団体…株式会社中央管財様、所沢東ロータリークラブ

様、東道流吟道陽春白雪会様、匿名1団体様
個人…三上隆夫様、匿名1名様

●こども未来基金　合計 1,229,395円
団体…大和証券株式会社 所沢支店様、とことこまち

づくり実行委員会様、所沢西ロータリークラブ
様、匿名2団体様

個人…KORI AVENDANO JUAN CARLOS（郡カ
ルロス）様、髙橋様、匿名13名様

●一般寄付　合計 15,355円
団体…坐禅と写経の会様　個人…匿名1名様

●物品寄付　内訳  食料品等
団体…株式会社システムネットワーク様、株式会社タ

カヤマ様、第一生命保険株式会社 所沢支社小
手指営業オフィス一同様、コスメドンキ・お菓子
ドンキ所沢トコトコスクエア店様、匿名1団体様

個人…匿名8名様

教育支援資金貸付のお知らせ
　学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教育支援
資金貸付（無利子）を実施しています。ぜひご相談ください。

寄・付・報・告寄・付・報・告

対象となる学校と貸付金額

20年以内返済期間

世帯の収入が一定の基準以下の世帯　
※家族構成等で基準が異なります。
※貸付には審査があります。

対象世帯

貸付上限額・主な使途

教育支援費 就学支度費

500,000円
※入学時のみ

高校
短大・専門学校
大学

入学金・制服代・教科書代等授業料・通学定期代等

35,000円/月
60,000円/月
65,000円/月

04-2968-3960　　　 04-2923-4780TEL FAX

　　　　　　所沢市あったかサポートセンター問い合わせ

04-2925-0041　　　 04-2925-3419TEL FAX

　　　　　　地域福祉推進課問い合わせ

04-2926-8202
04-2925-3419

TEL
FAX

企画総務課問い合わせ

詳細は
こちら

詳細は
こちら

学費でお困りの方

応援者募集！応援者募集！

次回！次回！

LINEを友達登録するとパントリーの申込み情報を受け取れます。

※詳細は開催１ヶ月前を目安に、ホームページや
　LINEをご確認ください。

フードパントリー子育て応援フードパントリー子育て応援子育て応援子育て応援

賛同いただいた地域の方、農家、企業・団体等
からも食料品等をご寄付いただきました！

第1回目の8月3日には、42世帯へ配布をしました。

food pantry

本会LINE
登録はこちら

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容を変更する場合があります。
所沢社協HPや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容を変更する場合があります。
所沢社協HPや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。

所沢社協だより「ちゃお！」は、
共同募金の配分金を活用しています。

夏のボランティア体験で
赤い羽根共同募金のチラシや募金箱づくりを行いました。

令和4年12月3日㈯ 
14時～17時
所沢市こどもと福祉の未来館 3階

日時

場所
対象

定員
申込

80世帯（先着順）
本会LINEからの事前申込み

ちゃお！103号 読者クイズ
景品は正解者の中から抽選で30名の方へお送りしました。
ご応募ありがとうございました。

答え 「 ファミリー 」

市内に在住で、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費
助成制度対象世帯。コロナ禍により収入減少等の影
響を受けたひとり親世帯。
※生活保護世帯を除く。

＃834748_ちゃお104号 DIC 119



ゲ
ス
ト

　「つながりをたやさない社会づくり」を
共通助成テーマに『赤い羽根共同募金運
動』が全国一斉に始まっています。
　皆さまから寄せられた募金は、ボラン
ティア活動の支援や地域の居場所づくり
等、様々な地域福祉活動の他、大規模災
害への対応にも配分されます。
　皆さまのあたたかいご支援・ご協力を
よろしくお願いいたします。

　この事業では、生活に困窮して「食べるものがない」、「食料品が買え
ない」という方に対して、自立に向けた相談支援を実施するとともに、
市民の皆さまからお寄せいただいた食料品等をお渡ししています。
　「所沢市あったかサポートセンター」では、新
型コロナウイルス感染症の影響により収入の
減少や失業等で生活にお困りの方のご相談も
受付ています。お気軽にご相談ください！

　参加者の中には、さまざまな理由により地域で孤立していた方がいます。その
方 が々活動を通して人とつながり、いきいきと生活することができるようになっていく
姿をみると、とてもやりがいを感じます。
　コロナ禍で外出の機会が減り、気分が落ち込みがちなご時世に、あるとき、参加

者の方から活動後に「ここで笑っていくとさっぱりするんだよ」と笑
顔で話され、この活動をできる限り継続していきたいと思いました。

　　　　　新所沢地区で明るく楽しいまちづくりのために活動する
ボランティアグループです。会食部では70歳以上の方の仲間づくり
と健康を目的に、月に一度会食会を開いています。

　ひきこもり当事者や家族が感じていた想い、どのように
接して欲しかったのか、身近な人や支援者に考えてもらい
たいことを、ひきこもり経験者と親の立場でお話していた
だきます。

　本会窓口にて、以下の寄付つきグッズを販売しております。各種、数に
限りがありますので、お早めにご購入ください。

令和4年12月4日㈰ 13時30分～16時00分
所沢市こどもと福祉の未来館 体育館
先着200名
申込みフォームまたは電話
令和4年11月1日㈫～12月1日㈭  

日　　時
場　　所
定　　員
申　　込
申込期間

04-2925-0041
04-2925-3419

TEL
FAX

地域福祉推進課
問い合わせ

申込みは
こちら

「いま、知ってほしい ひきこもりのこと」

❶未開封で賞味期限が明記され、かつ２ヶ月以上あるもの
　お米は精米してから３ヶ月以内のもの
❷缶詰、インスタントやレトルト食品、カップ麺、粉ミルク等
❸洗剤、トイレットペーパー、使い捨てマスク、歯ブラシ等

食料品等のご寄付も随時受付ています！

ふくじゅそう副代表
細川 みずほさん（活動歴45年）

サロンの様子

04-2968-3773TEL FAX
3773a＠toko-shakyo.or.jpメール

あったかサポート「りーち！」問い合わせ

高校2年で不登校、その後30代ま
で断続的にひきこもる。現在は「自
分たちのことは自分たちで伝えよ
う」と当事者活動を行っている。

一般社団法人ひきこもりUX会議
代表理事　林 恭子 氏

次男のことで、ひきこもり親の会に
参加。2009年にNPO法人化し代
表に就任。現在は学習会や個別相
談など日々 精力的に活動している。
NPO法人KHJ埼玉けやきの会家族会

代表　田口 ゆりえ 氏

ひきこもり経験談
　～当事者の立場から・親の立場から～

第１部

第２部 会場からの質問に当事者の立場、
親の立場からお答えします。

家族や知り合いにひきこもり状態の人がいる
が、どのように接したらよいのか分からない。

同じような経験をした方はその当時
どのように感じていたのだろう？講演会を

開催します！

特集

対象品目

詳細はこちら

フードドライブ事業フードドライブ事業

令和 4年 10月No.���

赤い羽根共同募金を活用して、生活にお困りの
方へ皆さまからのエールをお届けします！

皆さまの善意により、支援の輪が広がっています。

新所沢ボランティアグループ ～ふくじゅそう～

令和元年
令和２年
令和３年

520件520件
575件575件

622件622件

フードドライブ事業の利用実績数
は、年々増加しています。

図書カードNEXT

QUOカード

バッジ

～じぶんの町を良くするしくみ～

『赤い羽根共同募金運動』が始まりました！

推進期間
令和4年10月1日～
令和5年3月31日

募金グッズとバッジのご案内

ふくじゅそうは

高齢者の会食会を開催！高齢者の会食会を開催！
赤い羽根共同募金はこのように使われています。

04-2968-3960　　　 
04-2923-4780

TEL
FAX

所沢市あったかサポートセンター
問い合わせ

詳細はこちら

こんな協力の方法もあります！

集める人も
寄付をする人も
みんな

ボランティア！

助け合いの
まちづくり

協力依頼額

１枚 1,000円以上

１個     500円以上

QUOカード・
図書カードNEXT※

バッジ
※500円分の商品券として利用可能店で使うことができます。

対談
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おります。ご利用されたい方は、
社協までご連絡ください。

点字版・音訳版も
あります発行

電話

印刷

住所

FAX

ホームページアドレス 所沢  社協 検索

つながりをたやさない社会づくりつながりをたやさない社会づくり
～赤い羽根共同募金運動～

　赤い羽根共同募金は、
「地域の居場所づくり」や
「こどもの貧困に対する食支
援」等に活用されています。
　詳細は２ページをご覧くだ
さい。

所沢市愛の福祉基金を活用しています。

　本会では、ひとり親家庭等を対象にレトルト食品や飲み
物、お菓子等をお配りしています。食支援を入口とし、子ど
もの居場所や学習支援、ひとり親の就労支援等、一人ひと
りの支援ニーズに合った情報提供や相談窓口につなげる
ことを目的としています。
　併せて、生活に関する相談を伺っています。

　「配布する食料品の協力をしたい！」と
いう方は、ぜひお問い合わせください。

ご寄付は、大切に地域福祉活動に活用していきます。

皆さまの社協事業への
ご理解とご寄付に深く感謝申し上げます。

当日のパントリーの様子

皆さまの善意
令和４年6月１日～8月31日

●愛の福祉基金　合計 445,750円
団体…株式会社中央管財様、所沢東ロータリークラブ

様、東道流吟道陽春白雪会様、匿名1団体様
個人…三上隆夫様、匿名1名様

●こども未来基金　合計 1,229,395円
団体…大和証券株式会社 所沢支店様、とことこまち

づくり実行委員会様、所沢西ロータリークラブ
様、匿名2団体様

個人…KORI AVENDANO JUAN CARLOS（郡カ
ルロス）様、髙橋様、匿名13名様

●一般寄付　合計 15,355円
団体…坐禅と写経の会様　個人…匿名1名様

●物品寄付　内訳  食料品等
団体…株式会社システムネットワーク様、株式会社タ

カヤマ様、第一生命保険株式会社 所沢支社小
手指営業オフィス一同様、コスメドンキ・お菓子
ドンキ所沢トコトコスクエア店様、匿名1団体様

個人…匿名8名様

教育支援資金貸付のお知らせ
　学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教育支援
資金貸付（無利子）を実施しています。ぜひご相談ください。

寄・付・報・告寄・付・報・告

対象となる学校と貸付金額

20年以内返済期間

世帯の収入が一定の基準以下の世帯　
※家族構成等で基準が異なります。
※貸付には審査があります。

対象世帯

貸付上限額・主な使途

教育支援費 就学支度費

500,000円
※入学時のみ

高校
短大・専門学校
大学

入学金・制服代・教科書代等授業料・通学定期代等

35,000円/月
60,000円/月
65,000円/月

04-2968-3960　　　 04-2923-4780TEL FAX

　　　　　　所沢市あったかサポートセンター問い合わせ

04-2925-0041　　　 04-2925-3419TEL FAX

　　　　　　地域福祉推進課問い合わせ

04-2926-8202
04-2925-3419

TEL
FAX

企画総務課問い合わせ

詳細は
こちら

詳細は
こちら

学費でお困りの方

応援者募集！応援者募集！

次回！次回！

LINEを友達登録するとパントリーの申込み情報を受け取れます。

※詳細は開催１ヶ月前を目安に、ホームページや
　LINEをご確認ください。

フードパントリー子育て応援フードパントリー子育て応援子育て応援子育て応援

賛同いただいた地域の方、農家、企業・団体等
からも食料品等をご寄付いただきました！

第1回目の8月3日には、42世帯へ配布をしました。

food pantry

本会LINE
登録はこちら

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容を変更する場合があります。
所沢社協HPや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容を変更する場合があります。
所沢社協HPや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。

所沢社協だより「ちゃお！」は、
共同募金の配分金を活用しています。

夏のボランティア体験で
赤い羽根共同募金のチラシや募金箱づくりを行いました。

令和4年12月3日㈯ 
14時～17時
所沢市こどもと福祉の未来館 3階

日時

場所
対象

定員
申込

80世帯（先着順）
本会LINEからの事前申込み

ちゃお！103号 読者クイズ
景品は正解者の中から抽選で30名の方へお送りしました。
ご応募ありがとうございました。

答え 「 ファミリー 」

市内に在住で、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費
助成制度対象世帯。コロナ禍により収入減少等の影
響を受けたひとり親世帯。
※生活保護世帯を除く。

＃834748_ちゃお104号 DIC 119


