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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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※本情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
※本紙では、固有の名称を除き、「障害」を「障がい」と表記します。

所行回 第95号
平成27年8月1日

　平成27年6月20日（土）、松井まちづくりセンター（松井公民館）に
て、まつい三世代まつりが開催されました。このお祭りは「作る・遊ぶ・楽
しむ」ことを通して、子ども世代、子育て世代、高齢者世代の交流を目
的とし、18年前から始まりました。当日は、子ども240名、大人120名
が参加し、ボランティアスタッフ130名がお祭りに協力していました。
開場前から長蛇の列ができ、お祭りは大盛況でした。実行委員
には、母子愛育班、更生保護女性会松井支部、宗桂会、松井
小子ども会育成会、牛沼小子ども会育成会、月曜会、東中
おやじの会、地域協力スタッフ、役鼓連、所沢市社会福祉
協議会などが参加しました。
　重松流のお囃子に始まり、針金ゴマやビーズストラッ
プなどを作り、あやとりやわらべうたなどで遊び、すいとん
も無料で振る舞われていました。参加者の方からは、ここ数
年、親子で毎年参加し楽しんでいる方や、「竹とんぼが、すごく飛
ぶ」と喜んでいる小学生、「以前は竹かご作りの実演をしていた。今は、
参加者として楽しんでいる」という高齢者の方の話をうかがうことがで
きました。
　この他にも、まちづくりセンターでは色々なイベントを行っています。
ぜひお近くのまちづくりセンターに、足を運んでみてはいかがでしょうか。
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点字版・音訳版もあります
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頂いております。
ご利用されたい方は、社協までご連絡下さい。
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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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寄付報告　～みなさまの善意～
①社協への寄付合計額　1,519円
　【個人】匿名１名様　
②愛の福祉基金への寄付合計額　273,720円
　【企業・団体】

③物品寄付
　【個人】
　　　匿名1名様　テレビ
　　　小堀　榮美子様　車いす・歩行補助器
　　　北見　いち様　手編みベスト　　

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。

　障がいのある人も、高齢の人も、子育て中の人も、
ゆっくりと食事をしながら、住み慣れた地域で緩やか
な交流とつながりのきっかけが生まれる場として、地域
レストランがオープンしました。県内産の木で建てられた建
物は木の香りに包まれ、落ち着いた雰囲気の中、おいしくて安全な食
材にこだわった料理が楽しめます。オーナーの薛 彰美さんは、福祉施
設での勤務経験を活かし、来店された子育て中の方や高齢者の方へ
の声かけをしています。店内はエレベータの設置のほか、車いすの方

も利用しやすいトイレになっており、バリアフ
リー化されています。
　むい食堂の名前は、「無為」、「目的無く過ご
す」という意味です。おいしいものを食べて、の
んびり過ごして欲しいという薛さんの思いが
込められています。

毎年、所沢市では８月の終わりに総合防災訓練

がありますね。（今年は8月29日（土）の予定）

そこで、今回は防災に関するゴーダッシュクイズ！
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〒359-0038　所沢市北秋津267-7　TEL&FAX　04-2994-4893　
●営業日／日曜日・月曜日・火曜日（年末年始、臨時休業日を除く）
●営業時間／11:00～14:00

所沢市社交ダンス連盟様、所沢市女性職員研修会タック様、ル・マルシェ様、
株式会社中央管財様、みかじま健康まつり実行委員会様、山口三井長生クラブ様、
所沢東ロータリークラブ様、匿名１団体様

こた

かんあんぜんばしょいどうじぶんみまもこうどう まえしたあんぜんばしょいどう　 ゴーダッシュクイズの答え

③ゆれを感じる前に、テーブルの下など安全な場所に移動する　安全な場所に移動し、まずは自分の身を守る行動をとりましょう。

①そのまま揺れが来るのを待つ
②非常用持出品をさがす
③ゆれを感じる前に、テーブルの下
　　など安全な場所に移動する

テレビで「緊急地震速報」が
流れました。
まずは、どうする？
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なが

じしん そくほう

答えはページのいちばん下にあるよ
こた した
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栗原 恵美
三ヶ島地区

中野 友博
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小手指地区・柳瀬地区・富岡地区・並木地区

私たちが地 区 担 当 職 員です！

地域で緩やかな交流とつながりのきっかけ
が生まれています 地域レストラン むい食堂

ランチ1,000円

赤い羽根共同募金
ポスター募集（平成27年5月1日～6月30日受付分）

（受付順）

　赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」と
して、たくさんのボランティアの人たちが支えています。
　募金をよびかける人も、募金に協力する人も、みんな
ボランティアです。ポスターを描いていただくことも、ボ
ランティアのひとつのカタチです。多くの方のご応募をお
待ちしています。

○ポスターサイズ　A3（タテ420mm ×ヨコ297mm）
○ポスターの中に、赤い羽根のイラストを必ず使用してください。
　※詳細は本会ホームページをご覧ください。
　　http://www.toko-shakyo.or.jp/index.html

募集内容

締切9月30日（水）
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◉ 

まつい三世代まつり

安心！助かる！支え合い！久米上組安心お助け隊／わがまち掲示板
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「人の役に立つことが気持ちいい」

　久米上組安心お助け隊は、平成23年10月に活動を
はじめました。久米上組地域の高齢者世帯やお身体の
不自由なご家庭で、ちょっとしたことで人手がなくてお
困りの方のお手伝いをしています。（久米上組地域に
は、75歳以上の方が320名居住しています。）
　ちょっとしたこと…庭の除草や電球交換など1時間

程度の軽易な作業を30名のお助け隊員が分担し
ています。利用料は作業者1名1時間程度で500
円。相談件数も年々増加し、その名のとおり久米
上組地区でお困りの方が安心できるお助け隊。
活動の様子を見学しました。

　西原自治会の会長自宅前に設置されています。新しい
情報は随時、会長が貼り替えをしています。
「住めば都　安全安心思いやり　ひとりは自治会のため
　みんなはひとりのため」と素敵な自治会のスローガン
が貼られています。
　自治会行事のポスターは、手
書きで描いてあり、とても温かみ
があります。
　ポスターの一部を見せていただ
きました！（西原自治会 春夏秋冬の行事）

2 3

　処分するゴミが多い場合、

町内会の方から軽トラを借りて直接ク

リーンセンターへ。スコップで土をならし、鎌

で除草。この日は曇り空でお助け日和。

　1時間程度でご覧のとおり、土は平ら

に、雑草もなくなりきれいに整備されまし

た。途中嬉しい差し入れもあり、心身とも

に笑顔になりました。

誰にもわかりやすく届きやすい福祉情報を発信するために、自治会や個人、事業所など
のご協力をいただきながら、設置しています。掲示板は、社協会費を財源とし、地域で活
用していただいています。

福祉掲示板とは？

～福祉掲示板のご紹介～
わ がま ち Vol.2 下安松

（西原自治会）掲示板

西原自治会 廣瀬 照夫 会長

４種類とも近隣の方が描いたイラストです。
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参上！！

安心！ 助かる！ 支え合い！

　久米上組地域在住の同じ思い

の有志が集まり、地域の中でお

互い助け合いながら安心して暮

らせるまちづくりのため、今日も

「久米上組安心お助け隊」は活

動しています！

代表の霞さん（手前）、
隊員の田辺さん（左）、
依頼者の戸澤さん（左から2番目）と
隊員の田村さん（左から3番目）、
肥沼さん（右）

この活動をして
いると地域の人
が皆、知り合い
になっていくん
だよ！

この日は
駐車場の土を
均す事と
除草作業
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支え合い！

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 69号 平成27年8月
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になっていくん
だよ！

この日は
駐車場の土を
均す事と
除草作業

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 69号 平成27年8月
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所沢市社会福祉協議会の
シンボルマークです。

回覧

もくじ

平成27年
8月

※本情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
※本紙では、固有の名称を除き、「障害」を「障がい」と表記します。

所行回 第95号
平成27年8月1日

　平成27年6月20日（土）、松井まちづくりセンター（松井公民館）に
て、まつい三世代まつりが開催されました。このお祭りは「作る・遊ぶ・楽
しむ」ことを通して、子ども世代、子育て世代、高齢者世代の交流を目
的とし、18年前から始まりました。当日は、子ども240名、大人120名
が参加し、ボランティアスタッフ130名がお祭りに協力していました。
開場前から長蛇の列ができ、お祭りは大盛況でした。実行委員
には、母子愛育班、更生保護女性会松井支部、宗桂会、松井
小子ども会育成会、牛沼小子ども会育成会、月曜会、東中
おやじの会、地域協力スタッフ、役鼓連、所沢市社会福祉
協議会などが参加しました。
　重松流のお囃子に始まり、針金ゴマやビーズストラッ
プなどを作り、あやとりやわらべうたなどで遊び、すいとん
も無料で振る舞われていました。参加者の方からは、ここ数
年、親子で毎年参加し楽しんでいる方や、「竹とんぼが、すごく飛
ぶ」と喜んでいる小学生、「以前は竹かご作りの実演をしていた。今は、
参加者として楽しんでいる」という高齢者の方の話をうかがうことがで
きました。
　この他にも、まちづくりセンターでは色々なイベントを行っています。
ぜひお近くのまちづくりセンターに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

社協だより「ちゃお！」第69号 平成27年8月発行
発　行 ： 社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会　
住　所 ： 〒359-1143　埼玉県所沢市宮本町1-1-2（旧庁舎1階）
電　話 ： 04-2926-8202　FAX：04-2925-3419
ホームページアドレス http://www.toko-shakyo.or.jp/
印　刷 ： 望月印刷株式会社

◉次回、『ちゃお！』70号の発行は平成27年10月上旬を予定しています◉

点字版・音訳版もあります
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頂いております。
ご利用されたい方は、社協までご連絡下さい。

所沢　社協 検索

NO.69

寄付報告　～みなさまの善意～
①社協への寄付合計額　1,519円
　【個人】匿名１名様　
②愛の福祉基金への寄付合計額　273,720円
　【企業・団体】

③物品寄付
　【個人】
　　　匿名1名様　テレビ
　　　小堀　榮美子様　車いす・歩行補助器
　　　北見　いち様　手編みベスト　　

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。

　障がいのある人も、高齢の人も、子育て中の人も、
ゆっくりと食事をしながら、住み慣れた地域で緩やか
な交流とつながりのきっかけが生まれる場として、地域
レストランがオープンしました。県内産の木で建てられた建
物は木の香りに包まれ、落ち着いた雰囲気の中、おいしくて安全な食
材にこだわった料理が楽しめます。オーナーの薛 彰美さんは、福祉施
設での勤務経験を活かし、来店された子育て中の方や高齢者の方へ
の声かけをしています。店内はエレベータの設置のほか、車いすの方

も利用しやすいトイレになっており、バリアフ
リー化されています。
　むい食堂の名前は、「無為」、「目的無く過ご
す」という意味です。おいしいものを食べて、の
んびり過ごして欲しいという薛さんの思いが
込められています。

毎年、所沢市では８月の終わりに総合防災訓練

がありますね。（今年は8月29日（土）の予定）

そこで、今回は防災に関するゴーダッシュクイズ！

まいとし ところざわし

ことし がつ にち ど よてい

お そうごう ぼうさい くんれん

こんかい ぼうさい

ゆ く ま

ひじょうよう もちだしひん

かん まえ した

あんぜん ばしょ いどう

かん

がつ

ゴ ダ シッ ュー シュ
ク イ ズ

〒359-0038　所沢市北秋津267-7　TEL&FAX　04-2994-4893　
●営業日／日曜日・月曜日・火曜日（年末年始、臨時休業日を除く）
●営業時間／11:00～14:00

所沢市社交ダンス連盟様、所沢市女性職員研修会タック様、ル・マルシェ様、
株式会社中央管財様、みかじま健康まつり実行委員会様、山口三井長生クラブ様、
所沢東ロータリークラブ様、匿名１団体様

こた

かんあんぜんばしょいどうじぶんみまもこうどう まえしたあんぜんばしょいどう　 ゴーダッシュクイズの答え

③ゆれを感じる前に、テーブルの下など安全な場所に移動する　安全な場所に移動し、まずは自分の身を守る行動をとりましょう。

①そのまま揺れが来るのを待つ
②非常用持出品をさがす
③ゆれを感じる前に、テーブルの下
　　など安全な場所に移動する

テレビで「緊急地震速報」が
流れました。
まずは、どうする？

きんきゅう

なが

じしん そくほう

答えはページのいちばん下にあるよ
こた した

1

人と人の絆がつくられています
〜まつい三世代まつり〜

の声かけをしています。店内はエレベータの設置のほか、車いすの方
も利用しやすいトイレになっており、バリアフ
リー化されています。
　むい食堂の名前は、「無為」、「目的無く過ご
す」という意味です。おいしいものを食べて、の
んびり過ごして欲しいという薛さんの思いが
込められています。

〒359-0038　所沢市北秋津267-7　TEL&FAX　04-2994-4893　

む　い

せつ

せつ

あけみ

小久保 恵
松井地区

小田部 家成
山口地区・吾妻地区

二木 真由美
所沢地区（CSWモデル地区）

栗原 恵美
三ヶ島地区

中野 友博
新所沢地区・新所沢東地区

高橋 知子・米内山 由紀江・小島 未咲
粕谷 高子

小手指地区・柳瀬地区・富岡地区・並木地区

私たちが地 区 担 当 職 員です！

地域で緩やかな交流とつながりのきっかけ
が生まれています 地域レストラン むい食堂

ランチ1,000円

赤い羽根共同募金
ポスター募集（平成27年5月1日～6月30日受付分）

（受付順）

　赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」と
して、たくさんのボランティアの人たちが支えています。
　募金をよびかける人も、募金に協力する人も、みんな
ボランティアです。ポスターを描いていただくことも、ボ
ランティアのひとつのカタチです。多くの方のご応募をお
待ちしています。

○ポスターサイズ　A3（タテ420mm ×ヨコ297mm）
○ポスターの中に、赤い羽根のイラストを必ず使用してください。
　※詳細は本会ホームページをご覧ください。
　　http://www.toko-shakyo.or.jp/index.html

募集内容

締切9月30日（水）

◉ 

◉ 

◉ 

まつい三世代まつり

安心！助かる！支え合い！久米上組安心お助け隊／わがまち掲示板

地区担当職員の紹介／地域レストラン／ゴーダッシュクイズ／みなさまの善意／ポスター募集
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