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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
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平成28年
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※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325号
平成28年2月1 日

　今回開催した「地域福祉サポーター養成講座」では講
師の早稲田大学人間科学学術院の田中英樹教授から
ボランティア活動の意義などを分かりやすくお話しいた
だき、その後、所沢市内の活動事例などをもとにこれか
らの福祉活動について意見を出し合いました。講座終
了後、36名の地域福祉サポーターが誕生しました。
　今後は、そのうちの9名が世話役として中心になり、

話し合いや勉強会を重
ね「気づく力」を高めつ
つ、社協職員と二人
三脚で「地域づくり」
を進めていきます。

社協だより「ちゃお！」第72号 平成28年2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！』73号の発行は平成28年3月下旬を予定しています◉◉次回、『ちゃお！』73号の発行は平成28年3月下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.72

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。

この情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
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先駆的に
実践している
豊島区民社協の

大竹課長に講師をして
もらいました。

（これまでに４９名のサポーターが誕生しています）

 “地域福祉サポーター”
が動き出します！

所沢で

11月28日（土）の様子

12月6日（日）の様子 グループワーク発表の様子

寄付報告　～みなさまの善意～
①社協への寄付合計額　71,806円
　【個人】井上 英明様、斉藤 武司様、匿名1名様
　【企業・団体】エレファント様
②愛の福祉基金への寄付合計額　1,422,712円
　【個人】匿名1名様
　【企業・団体】
　

③物品寄付
　【個人】北見いち様 手編みベスト9枚、匿名1名様 バンビーナチェア
　【企業・団体】
　　　所沢理容組合様　タオル369枚
　　　太誠産業株式会社様　クリスマスケーキ
　　　株式会社中屋本店様　お米40㎏・チューリップ球根120個
　　　JAいるま野所沢女性部様　タオル783枚
　　　第一生命労働組合所沢支部様　車いす1台
　　　ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様　クリスマスケーキ
　　　株式会社 和様　クリスマスブーツ40個
　　　所沢地区遊技業防犯協力会様　電動自転車2台、ノートパソコン2台、FAX1台

（平成27年11月1日～12月28日受付分・受付順）

久米下組町内会様、防衛医科大学校並木祭実行委員会様、
株式会社中央管財様、第5回所沢市福祉チャリティーゴルフ大会参加者様、
三ヶ島地区文化祭実行委員会様、狭山ヶ丘ボランティアグループ様、
所沢地区更生保護女性会三ヶ島支部様、地域福祉サロン・リンク様、
三ヶ島山草会様、三ヶ島第一地区民生委員・児童委員協議会様、
みんなボランティアほっとほっと様、モリタン会様、さくら草様、所沢市シルバー人材センター三ヶ島地区様、常路麺打ち愛好会様、東京西武学館様、
新所沢団地長生クラブ様、山口ふれあいの会様、フォークダンス同好会レインボー様、ふくじゅそう・新所沢地区文化祭実行委員会様、
新所沢地区文化祭実行委員会様、所沢婦人クラブ様、新所沢東地区文化祭実行委員会様、所沢市農業祭実行委員会様、
所沢市フォークダンス連盟様、所沢友和会様、西新井町馬頭観音様、ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、所沢市茶道連盟様、
中砂公園地区テレビ共同受信施設管理組合様

所沢商工会議所女性会様、

　懸命に生活しながらも経済的、社会的に孤立した人々の
「声なき貧困＝サイレント・プア」に手を差し伸べ、その人々を
救済していくドラマの主人公のモデルとなった大阪府豊中市
社会福祉協議会の勝部麗子氏をお招きし、※コミュニティソー
シャルワークの実践についてご講演していただく他、シンポジ
ウムを予定しています。
　市民のみなさまのご参加をお待ちしております。

　十二支をモチーフにした所沢社協シンボル
マークのデザイン募集を行ったところ、多くの
方にご応募いただきました。入賞者は次のと
おりです。最優秀賞の滝沢さんの作品は、平
成28年度の「社協会員証」をはじめ、様々な場
面で登場する予定です。お楽しみに！ 

※コミュニティソーシャルワーク ： 地域で孤立している人たちの「ＳＯＳ」を見つ
け出し、個別に支援を行いながら、地域の生活課題にも目を向け、住民と
協働して解決していくしくみづくり。

日時  平成28年3月12日（土）13時30分～16時30分
会場  所沢まちづくりセンター ホール（所沢市元町27-5）
定員  先着350名
問い合わせ  所沢市社会福祉協議会　地域福祉推進課
　　　　　　　 04-2925-0041

最優秀賞
　滝沢 卓さん（大阪市生野区在住）
優秀賞
　越阪部 早苗さん（所沢市牛沼在住）
優秀賞
　鈴木 律太さん（川崎市宮前区在住）

平成28年度
所沢社協
シンボル
マーク

十二支デザインが
決定しました！
十二支デザインが
決定しました！

TVドラマ「サイレント・プア」のモデルにもなった
勝部麗子氏来たるっ！！

TVドラマ「サイレント・プア」のモデルにもなった
勝部麗子氏来たるっ！！

ご応募いただいたみなさま、
ありがとうございました。

所沢市地域福祉活動
フォーラムを開催します。
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所沢で“地域福祉サポーター”が動き出します！
標語でつなぐ地域の輪　～グリーンヒル自治会　防災対策協議会～
わがまち掲示板／ボランティア情報メール配信サービスが始まります！
「出張ボランティアセンター」のお知らせ
平成28年度 所沢社協シンボルマークが決定しました！
所沢市地域福祉活動フォーラムを開催します！／みなさまの善意



ボランティアセンターからのお知らせ

　所沢市内の最新のボランティ
ア情報及び福祉に関する講座や
イベント情報を登録していただ
いたメールアドレスに向けて配信
します。ボランティアをしてみた
いけど、どこで情報を手に入れることが出来るのか分から
ない、気軽にボランティア情報を手に入れたい、福祉に関す
るイベントの情報を知りたい方の登録をお待ちしております。
　また、情報の掲載を希望される施設・団体・個人は、所沢
社協まで、お問い合わせください。

　東日本大震災をきっかけに、住民の防災意識が高
まり、自分が住んでいる地域の「防災への備え」につ
いて危機感を感じる住民の声を受け、当時の自治会
長であった石田尚子さん（現：グリーンヒル自治会 防

災対策協議会副委員長）が、仲間と共に、住民と話合
いを始めました。災害に対する住民の意識も大きく
変わり、震災から半年後、グリーンヒル自治会の下部
組織として防災対策協議会が立ち上がりました。

　日吉町町内会・東町町内会が協力し
設置した「ふくし掲示板」です。新築した
日東会館の玄関ホールに、会館の設計
者でもある所沢地区町内会連合会会長
の道又さんの提案により設置しました。
新しい会館を利用す
る地域のみなさんの
目にとまります。福祉
情報など地域の情報
共有に役立てます。

～福祉掲示板のご紹介～

わ がま ち Vol.5 日東会館
（日吉町町内会・東町町内会）掲示板

（左から）
　日吉町町内会 木村一男会長
　所沢地区町内会連合会 道又正秀会長
　東町町内会 斉藤禮次郎会長

ふくし掲示板外
観

ボランティア情報メール配信サービスが始まります！ 登録無料！

●QRコードを読み込んで登録フォームに
　アクセスし、登録を行ってください。
●QRコードが読み取れない方
　tokoshakyo-vcinfo@fl20.asp.cuenote.jp
①上記メールアドレス宛に空メールを送信してください。
②返信メールに記載されているURLにアクセスしてくだ
　さい。
③登録フォームで必要な情報を入力してください。

登 録 方 法
防災対策協議会は、グリーンヒル内14地区の各地区から男女各1名で
計28名と委員長1名、副委員長2名の合計31名で構成されています。

独自に発行している「防災ニュース」で
防犯標語を募集し、5つの標語を決定！

防犯ステッカーを作ろうとしたが、予算の都合でかなわず…

パウチは防災委員の
ハンドメイド

グリーンヒル自治会
防災対策協議会

世帯カードの更新
（全230世帯）

要援護者の把握 協力者との対面

独自の防災訓練
（年1回）

独自のニュース紙
発行

防犯パトロール
（月２回）

防災対策協議会の取り組み防災対策協議会の取り組み

「防災」だけでなく「防犯」にも取りくんで欲しい！という住民の声

左から　自治会長の福地峰子さんと諒太郎くん、防災対策協議会委員長の
大坪孝至さん、副委員長の清水休夫さん、浅利真知子さん、副委員長の石田尚子さん

各世帯の門扉に掲示されていま
す！

この標語を
掲示してから、
空き巣被害は0件

です！

いしだ なおこ

　みなさんの地域にボランティアセンター職員が
伺って「出張ボランティアセンター」を開設します。
　日時・会場につきましては、ボランティアセン
ター情報誌「ぷろぺら」（No179）や所沢社協ホー
ムページをご覧いただくか、所沢社協へお問合せ
ください。（３月に実施予定）　

ボランティア活動を始めてみたい方への活動紹介
平成28年度「ボランティア保険」の申込用紙配布・受付
「応援します！地域福祉活動助成事業」申請受付　など　

問合せ 地域福祉推進課　  04-2925-0041

問合せ 地域福祉推進課　  04-2925-0041

内 容内 容
出張ボランティアセンターを開設します！

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 72号 平成28年2月
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　【個人】匿名1名様
　【企業・団体】
　

③物品寄付
　【個人】北見いち様 手編みベスト9枚、匿名1名様 バンビーナチェア
　【企業・団体】
　　　所沢理容組合様　タオル369枚
　　　太誠産業株式会社様　クリスマスケーキ
　　　株式会社中屋本店様　お米40㎏・チューリップ球根120個
　　　JAいるま野所沢女性部様　タオル783枚
　　　第一生命労働組合所沢支部様　車いす1台
　　　ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様　クリスマスケーキ
　　　株式会社 和様　クリスマスブーツ40個
　　　所沢地区遊技業防犯協力会様　電動自転車2台、ノートパソコン2台、FAX1台

（平成27年11月1日～12月28日受付分・受付順）

久米下組町内会様、防衛医科大学校並木祭実行委員会様、
株式会社中央管財様、第5回所沢市福祉チャリティーゴルフ大会参加者様、
三ヶ島地区文化祭実行委員会様、狭山ヶ丘ボランティアグループ様、
所沢地区更生保護女性会三ヶ島支部様、地域福祉サロン・リンク様、
三ヶ島山草会様、三ヶ島第一地区民生委員・児童委員協議会様、
みんなボランティアほっとほっと様、モリタン会様、さくら草様、所沢市シルバー人材センター三ヶ島地区様、常路麺打ち愛好会様、東京西武学館様、
新所沢団地長生クラブ様、山口ふれあいの会様、フォークダンス同好会レインボー様、ふくじゅそう・新所沢地区文化祭実行委員会様、
新所沢地区文化祭実行委員会様、所沢婦人クラブ様、新所沢東地区文化祭実行委員会様、所沢市農業祭実行委員会様、
所沢市フォークダンス連盟様、所沢友和会様、西新井町馬頭観音様、ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、所沢市茶道連盟様、
中砂公園地区テレビ共同受信施設管理組合様

所沢商工会議所女性会様、

　懸命に生活しながらも経済的、社会的に孤立した人々の
「声なき貧困＝サイレント・プア」に手を差し伸べ、その人々を
救済していくドラマの主人公のモデルとなった大阪府豊中市
社会福祉協議会の勝部麗子氏をお招きし、※コミュニティソー
シャルワークの実践についてご講演していただく他、シンポジ
ウムを予定しています。
　市民のみなさまのご参加をお待ちしております。

　十二支をモチーフにした所沢社協シンボル
マークのデザイン募集を行ったところ、多くの
方にご応募いただきました。入賞者は次のと
おりです。最優秀賞の滝沢さんの作品は、平
成28年度の「社協会員証」をはじめ、様々な場
面で登場する予定です。お楽しみに！ 

※コミュニティソーシャルワーク ： 地域で孤立している人たちの「ＳＯＳ」を見つ
け出し、個別に支援を行いながら、地域の生活課題にも目を向け、住民と
協働して解決していくしくみづくり。

日時  平成28年3月12日（土）13時30分～16時30分
会場  所沢まちづくりセンター ホール（所沢市元町27-5）
定員  先着350名
問い合わせ  所沢市社会福祉協議会　地域福祉推進課
　　　　　　　 04-2925-0041

最優秀賞
　滝沢 卓さん（大阪市生野区在住）
優秀賞
　越阪部 早苗さん（所沢市牛沼在住）
優秀賞
　鈴木 律太さん（川崎市宮前区在住）

平成28年度
所沢社協
シンボル
マーク

十二支デザインが
決定しました！
十二支デザインが
決定しました！

TVドラマ「サイレント・プア」のモデルにもなった
勝部麗子氏来たるっ！！

TVドラマ「サイレント・プア」のモデルにもなった
勝部麗子氏来たるっ！！

ご応募いただいたみなさま、
ありがとうございました。

所沢市地域福祉活動
フォーラムを開催します。

◉ 
◉ 
◉

◉
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・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
・・・・・・・・・ 4

所沢で“地域福祉サポーター”が動き出します！
標語でつなぐ地域の輪　～グリーンヒル自治会　防災対策協議会～
わがまち掲示板／ボランティア情報メール配信サービスが始まります！
「出張ボランティアセンター」のお知らせ
平成28年度 所沢社協シンボルマークが決定しました！
所沢市地域福祉活動フォーラムを開催します！／みなさまの善意


