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本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。
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所沢市社会福祉協議会のシンボルマークです。
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この情報紙は、
3ヶ 月 に 1 回
発行しています。

◆          所沢チャリティーコンサート／新年のご挨拶
◆ 地域福祉みらいフォーラム／「自分たちのまちは自分たちで守る」防災と災害時の取り組み！ 
◆ 子育て応援フードパントリー／所沢市あったかサポートセンター
　 緊急小口資金等の特例貸付の償還や免除の相談について／寄付報告 皆さまの善意
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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105号 令和5年1月発行

次回、『ちゃお！』106号の発行は令和5年4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

所沢チャリティーコンサート♪所沢チャリティーコンサート♪

詳細は2ページを
ご覧ください

コロナ禍での
心のケアをプレゼン

ト

　所沢社協では、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。食支援を通じて、こどもの居
場所や学習支援、ひとり親の就労支援等、一人ひとりにあった
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。

　生活状況の困りごとの
相談に応じ、一緒に課題を
整理して必要な支援を行
なっています。

埼玉県社会福祉協議会による「生活
困りごと相談会」も開催しています。

この事業は「所沢市愛の福祉基金」を活用しています。

皆さまの社協事業へのご理解とご寄付に深く感謝申しあげます。

皆さまの善意寄付報告寄付報告

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▶

詳細はこちら▶

LINEを友達登録するとフード
パントリーの申込み情報や市内
の福祉情報を受け取れます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベント等の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、イベント等の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。

令和5年 3月2日（木）16：30～19：00日時

申込 所沢社協LINEからの申し込み
定員 50世帯（先着順）

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

050-2018-1839TEL

埼玉県社会福祉協議会　
コロナ特例償還・免除事務担当

問い合わせ

対象 市内在住で、児童扶養手当・ひとり親家
庭等医療費助成制度世帯。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 ※生活保護世帯は除く

▲詳細はこちら

▲所沢社協
　LINE登録はこちら

相談無料 秘密厳守

緊急小口資金等の特例貸付の
償還や免除の相談について
緊急小口資金等の特例貸付の
償還や免除の相談について

●離職している。
●仕事が減ってしまった。
●次の仕事が
　見つからない。

仕事について仕事について

所沢市あったかサポートセンター所沢市あったかサポートセンター

ご寄付は、大切に
地域福祉活動に
活用していきます。

Food
Pantry

「思いっきり楽しもうぜっ！」「思いっきり楽しもうぜっ！」

所沢市民吹奏楽団と
慶應義塾大学 
混声合唱団楽友会
との合同演奏

●愛の福祉基金　合計 153,070円
団体…（株）中央管財様、居酒屋ひがし様、埼玉土建所沢支部様、
　　　所沢市農業祭実行委員会様

●こども未来基金　合計 1,620,656円
団体…所沢地区遊技業防犯協会 所沢遊技業組合様、ところざわ

倶楽部様、所沢三田会様、（公社）所沢市シルバー人材セン
ター様、匿名2団体様

個人…髙橋様、大出 勇様、匿名7名様

●一般寄付　合計 213,421円
団体…所沢地区遊技業防犯協会 所沢遊技業組合様、東京キリン

ビバレッジサービス（株）様、新日本婦人の会所沢支部けやき
班様、三ヶ島山草会様、さくら草会様、所沢地区更生保護女
性会三ヶ島支部様、モリタン会様、地域福祉サロン・リンク様

個人…矢野 善二郎様、匿名2名様

●物品寄付　内訳 保存食等
団体…ビレッジハウス自治会様、JAいるま野所沢女性部様、所沢

理容組合様、第一生命保険（株）所沢支社様、第一生命労
働組合所沢営業職支部様、（福）端午会様、匿名2団体様

個人…匿名5名様

※所沢社協への寄付は、寄付控除の対象となります。
　詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

令和4年9月1日～11月30日

●食べる物がない。
●どこに相談すればいい
　のかわからない。

生活について生活について

●公共料金、家賃、税金
　等を滞納している。

滞納や負債について滞納や負債について

いつでも
ご相談ください！

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

当日のフードパントリーの様子

第２回目の１２月３日（土）には、
２９世帯へ配布しました。
第２回目の１２月３日（土）には、
２９世帯へ配布しました。

場所 所沢市こどもと福祉の未来館 3階

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提
供いただきました！

「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。

応援者募集！応援者募集！

※詳細は直接お問い合わせいただくか、令和5年2月頃を
　目安に、ホームページやLINEをご確認ください
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　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆さまにおかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は長引くコロナ禍による「生活困窮」や「孤独・孤立」の問題など、深刻化するさまざまな生活
課題に対し、特例貸付の相談受付等、引き続ききめ細やかな支援が求められる一年でした。
　その一方で、「所沢チャリティーコンサート」のように、日常の再開や困難を支え合って乗り越えよ
うとする地域の底力を感じる年でもありました。ボランティア活動をしたい、地域に貢献したい、と
いった気持ちが所沢に大きく育っていることは大変喜ばしいことです。市民の皆さまのあたたかいお
気持ちに敬意を表し、深く感謝申し上げます。本年も、一層関係機関・団体、市民の皆さまと
一丸となって、地域福祉の推進に取り組んでいきたいと考えております。
　結びにあたり、この一年が皆さま方にとりまして幸多き年になります
ように心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

視覚障害者協会の方々

運営に携わったボランティア

実際に災害が起きたら…

　所沢市民文化センターミューズにて、「所沢チャリ
ティーコンサート」が開催されました。このコンサート
は、慶應義塾大学のOBである「所沢三田会」が中心
となり学生や地域福祉サポーター等のボランティアと
ともに「所沢チャリティーコンサート実行委員会」が企
画しました。長引くコロナ禍の影響を受けた、こども
や高齢者、障がい者の心のケアや地元所沢の福祉に
貢献することを目的としたものです。
　高校生が考えたキャッチコピー「思いっきり 楽しも
うぜっ！」を合言葉に、障がいのある方やこどもたち
等、総勢650名を超える方々が来場しました。
　こどもから高齢者まで楽しめるプログラムで、来場
者は手拍子をして参加する姿がありました。当日、ス
タッフは障がい者施設である「光の園」の利用者が描
いたイラストを基に作成したTシャツを着用しました。

04-2922-2115　　　 04-2922-2195TEL
b29222115@city.tokorozawa.lg.jpメール

FAX
所沢市  福祉部  地域福祉センター

04-2925-0041　　　 04-2925-3419TEL
0041ｍ＠toko-shakyo.or.jpメール

FAX
所沢市社会福祉協議会  地域福祉推進課

申
込
み・問
い
合
わ
せ
先

「所沢三田会」の役員の皆さん （左から）
幹事 堀さん、副幹事長 伊藤さん、会長 杉本さん

特集

令和 5年 1月No.���

１月１７日は 防災とボランティアの日！
知っ得

豆知識
しっとくま

めちしき

　今回のチャリティーコンサートでは多くのことを学びました。企業や
個人、「障がい者施設」、「所沢三田会」、「所沢市」、「所沢社協」、「市民
ボランティアの方々」、「出演者の方々」、皆が協力し合えれば、コロナ
禍に負けない強い絆で結ばれた社会を作れるのだと確信しました。地
域には、協力し合える仲間がいる。助け合える仲間がいる。そんなこ
とを感じられる所沢市になってもらいたいと思い、これからもお手伝
いをしていきたいです。

所沢の未来に向けて一言お願いします。Q

コロナ禍で開催しようと思ったきっかけは何ですか？Q

　長引くコロナ禍の影響で、心のケアが必要な人がいることを知りま
した。チャリティーコンサートを開催することで、こどもから大人まで
元気になるのではないかと考えました。また、慶應義塾大学からは、大
学生もコロナ禍で吹奏楽や合唱を披露する場がないと聞いていまし
た。大学生や市民吹奏楽団の活動の場として、活用してもらいたいと
開催しました。

会長  本橋  栄三

社会福祉法人　
所沢市社会福祉協議会

　当日は多くのこどもたちや障がいのある方、高齢者の方にご来場
いただきました。運営面では、多くのボランティア、福祉施設の協力も
あり、大変盛り上がり、会場と舞台がひとつになりました。

開催してみていかがでしたか？Q

所沢チャリティーコンサートが所沢チャリティーコンサートが
令和4年10月16日（日）令和4年10月16日（日）

開催されました開催されました

インタ
ビュー

実行委員の
皆さんにお話を
伺いました！

新年のご挨拶

防災とボランティアの日は、平成７年1月17日に発生した阪神・淡路大震災に因んで制定さ
れました。阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、学生を中
心としたボランティア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」とも言われています。

〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰

防災訓練当日の写真 ©2022 所沢市

平成30年度開催の様子

『人の元気は人とのつながり』『人の元気は人とのつながり』
─── 令和4年度のテーマ ───

地域福祉みらいフォーラム地域福祉みらいフォーラム

　住民の皆さまと地域福祉活動を推進するため、所沢市と所沢社協の共催で平成
29年度より開催しています。新型コロナウイルス感染拡大による中止やオンライン
開催を経て、今年度は4年ぶりに対面での開催となります。

令和5年 2月25日（土）
13：30～16：00（受付13：00）
所沢市こどもと福祉の未来館 体育館
100名（先着順）
地域福祉センターか所沢社協へ
メール・電話・FAX
令和5年2月1日（水）～2月20日（月）

日　　時

場　　所
定　　員
申　　込

申込期間

内容 ●ワークショップ「トークフォークダンス」  
講師・コーディネーター　
NPO法人 ハンズオン埼玉　西川　正氏

●地域活動に取り組んでいる方々からの活動発表

防災と災害時の取り組み防災と災害時の取り組み
「自分たちのまちは自分たちで守る」「自分たちのまちは自分たちで守る」

地域で何か始めたい方やアクティブシニア必見！！

コンサート会場にて
集まった募金は
所沢社協へ

ご寄付頂きました。

　所沢航空記念公園にて総合防災訓練が開催されました。
　令和4年9月3日（土）午前７時、立川断層帯を震源とするマグニチュード７.４の直下型地
震が発生、所沢市では、震度6強の激しい揺れを記録した想定でした。

手話通訳・要約筆記・
ヒアリングループ
あります。

所沢社協:所沢市地域防災計画に基づき、災害ボランティアセンター※を立ち上げ、市民や
ボランティアと復旧・復興を目指します。

所 沢 市:災害対策本部を設置するとともに、各地区に現地災害対策本部を設置し、災害
応急対策を開始します。

　　　　:それぞれの自主防災組織（地域の方が自発的に防災活動を行う団体や組織）は
ライフラインの設置や、物資輸送・配布、避難場所への誘導を行います。

※災害ボランティアセンターとは…災害時に設置される被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点

自 治 会
町内会等
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社会福祉法人　
所沢市社会福祉協議会

　当日は多くのこどもたちや障がいのある方、高齢者の方にご来場
いただきました。運営面では、多くのボランティア、福祉施設の協力も
あり、大変盛り上がり、会場と舞台がひとつになりました。

開催してみていかがでしたか？Q

所沢チャリティーコンサートが所沢チャリティーコンサートが
令和4年10月16日（日）令和4年10月16日（日）

開催されました開催されました

インタ
ビュー

実行委員の
皆さんにお話を
伺いました！

新年のご挨拶

防災とボランティアの日は、平成７年1月17日に発生した阪神・淡路大震災に因んで制定さ
れました。阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、学生を中
心としたボランティア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」とも言われています。

〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰

防災訓練当日の写真 ©2022 所沢市

平成30年度開催の様子

『人の元気は人とのつながり』『人の元気は人とのつながり』
─── 令和4年度のテーマ ───

地域福祉みらいフォーラム地域福祉みらいフォーラム

　住民の皆さまと地域福祉活動を推進するため、所沢市と所沢社協の共催で平成
29年度より開催しています。新型コロナウイルス感染拡大による中止やオンライン
開催を経て、今年度は4年ぶりに対面での開催となります。

令和5年 2月25日（土）
13：30～16：00（受付13：00）
所沢市こどもと福祉の未来館 体育館
100名（先着順）
地域福祉センターか所沢社協へ
メール・電話・FAX
令和5年2月1日（水）～2月20日（月）

日　　時

場　　所
定　　員
申　　込

申込期間

内容 ●ワークショップ「トークフォークダンス」  
講師・コーディネーター　
NPO法人 ハンズオン埼玉　西川　正氏

●地域活動に取り組んでいる方々からの活動発表

防災と災害時の取り組み防災と災害時の取り組み
「自分たちのまちは自分たちで守る」「自分たちのまちは自分たちで守る」

地域で何か始めたい方やアクティブシニア必見！！

コンサート会場にて
集まった募金は
所沢社協へ

ご寄付頂きました。

　所沢航空記念公園にて総合防災訓練が開催されました。
　令和4年9月3日（土）午前７時、立川断層帯を震源とするマグニチュード７.４の直下型地
震が発生、所沢市では、震度6強の激しい揺れを記録した想定でした。

手話通訳・要約筆記・
ヒアリングループ
あります。

所沢社協:所沢市地域防災計画に基づき、災害ボランティアセンター※を立ち上げ、市民や
ボランティアと復旧・復興を目指します。

所 沢 市:災害対策本部を設置するとともに、各地区に現地災害対策本部を設置し、災害
応急対策を開始します。

　　　　:それぞれの自主防災組織（地域の方が自発的に防災活動を行う団体や組織）は
ライフラインの設置や、物資輸送・配布、避難場所への誘導を行います。

※災害ボランティアセンターとは…災害時に設置される被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点

自 治 会
町内会等

CF 10178＃836532_ちゃお105号



次回！次回！

本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。

No.���

所沢市社会福祉協議会のシンボルマークです。

5   1 1

この情報紙は、
3ヶ 月 に 1 回
発行しています。

◆          所沢チャリティーコンサート／新年のご挨拶
◆ 地域福祉みらいフォーラム／「自分たちのまちは自分たちで守る」防災と災害時の取り組み！ 
◆ 子育て応援フードパントリー／所沢市あったかサポートセンター
　 緊急小口資金等の特例貸付の償還や免除の相談について／寄付報告 皆さまの善意

特 集 ························································································ 1～2
···························· 3

······································· 4

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105号 令和5年1月発行

次回、『ちゃお！』106号の発行は令和5年4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

所沢チャリティーコンサート♪所沢チャリティーコンサート♪

詳細は2ページを
ご覧ください

コロナ禍での
心のケアをプレゼン

ト

　所沢社協では、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。食支援を通じて、こどもの居
場所や学習支援、ひとり親の就労支援等、一人ひとりにあった
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。

　生活状況の困りごとの
相談に応じ、一緒に課題を
整理して必要な支援を行
なっています。

埼玉県社会福祉協議会による「生活
困りごと相談会」も開催しています。

この事業は「所沢市愛の福祉基金」を活用しています。

皆さまの社協事業へのご理解とご寄付に深く感謝申しあげます。

皆さまの善意寄付報告寄付報告

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▶

詳細はこちら▶

LINEを友達登録するとフード
パントリーの申込み情報や市内
の福祉情報を受け取れます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベント等の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、イベント等の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。

令和5年 3月2日（木）16：30～19：00日時

申込 所沢社協LINEからの申し込み
定員 50世帯（先着順）

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

050-2018-1839TEL

埼玉県社会福祉協議会　
コロナ特例償還・免除事務担当

問い合わせ

対象 市内在住で、児童扶養手当・ひとり親家
庭等医療費助成制度世帯。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 ※生活保護世帯は除く

▲詳細はこちら

▲所沢社協
　LINE登録はこちら

相談無料 秘密厳守

緊急小口資金等の特例貸付の
償還や免除の相談について
緊急小口資金等の特例貸付の
償還や免除の相談について

●離職している。
●仕事が減ってしまった。
●次の仕事が
　見つからない。

仕事について仕事について

所沢市あったかサポートセンター所沢市あったかサポートセンター

ご寄付は、大切に
地域福祉活動に
活用していきます。

Food
Pantry

「思いっきり楽しもうぜっ！」「思いっきり楽しもうぜっ！」

所沢市民吹奏楽団と
慶應義塾大学 
混声合唱団楽友会
との合同演奏

●愛の福祉基金　合計 153,070円
団体…（株）中央管財様、居酒屋ひがし様、埼玉土建所沢支部様、
　　　所沢市農業祭実行委員会様

●こども未来基金　合計 1,620,656円
団体…所沢地区遊技業防犯協会 所沢遊技業組合様、ところざわ

倶楽部様、所沢三田会様、（公社）所沢市シルバー人材セン
ター様、匿名2団体様

個人…髙橋様、大出 勇様、匿名7名様

●一般寄付　合計 213,421円
団体…所沢地区遊技業防犯協会 所沢遊技業組合様、東京キリン

ビバレッジサービス（株）様、新日本婦人の会所沢支部けやき
班様、三ヶ島山草会様、さくら草会様、所沢地区更生保護女
性会三ヶ島支部様、モリタン会様、地域福祉サロン・リンク様

個人…矢野 善二郎様、匿名2名様

●物品寄付　内訳 保存食等
団体…ビレッジハウス自治会様、JAいるま野所沢女性部様、所沢

理容組合様、第一生命保険（株）所沢支社様、第一生命労
働組合所沢営業職支部様、（福）端午会様、匿名2団体様

個人…匿名5名様

※所沢社協への寄付は、寄付控除の対象となります。
　詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。

令和4年9月1日～11月30日

●食べる物がない。
●どこに相談すればいい
　のかわからない。

生活について生活について

●公共料金、家賃、税金
　等を滞納している。

滞納や負債について滞納や負債について

いつでも
ご相談ください！

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

当日のフードパントリーの様子

第２回目の１２月３日（土）には、
２９世帯へ配布しました。
第２回目の１２月３日（土）には、
２９世帯へ配布しました。

場所 所沢市こどもと福祉の未来館 3階

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提
供いただきました！

「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。

応援者募集！応援者募集！

※詳細は直接お問い合わせいただくか、令和5年2月頃を
　目安に、ホームページやLINEをご確認ください

＃836532_ちゃお105号 CF 10178


