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　　午後はホールに移動して、『福祉体
験講習会』を開催しました。はじめに松
井東地域包括支援センターの竹内セン
ター長から『高齢者の身体の特徴と変

化について』、続いて、視覚に障がいがあ
る当事者の方から『目の不自由な方の生

活について』お話をしていただいてから、『車いす
体験』『点字・筆談体験』『高齢者体験』に移りまし
た。参加者にとっては、高齢者や障がいがある方
の立場になって体験することで、新しい気づきに
もつながり、多くを学ぶ機会となりました。今後も
この体験講習会を続ける予定です。

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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発　行 ： 社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会　
住　所 ： 〒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）

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/
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次回、『ちゃお！』86号の発行は平成30年6月上旬を予定しています。次回、『ちゃお！』86号の発行は平成30年6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

足におもりをつけると足が
上がりづらく、つまづきやすくなるので、
杖をついて歩きます。

　松井地区では、松井地区社会福
祉協議会（以下、松井地区社協）の
主催により、住民懇談会を開催しま
した。「松井地区のためにできること 
～私にできることを地域にどう活か
すか～」というテーマで、グループに
分かれて懇談をして、参加者からは
支え合いのまちづくりにつながる積
極的な意見が出されました。

松井
地区

　所沢社協は、「市民が参加し 豊かな心で健やかに 自分らしく
暮らせる 支え合いのまちづくり」を使命とする社会福祉法人で
す。市民のみなさまをはじめ、市内の福祉団体等と協力しなが

ら様々な活動を進めています。平成29年度も多くの方々に会
員になっていただき、ありがとうございました。本会の目的に賛
同し、会員にご加入いただきました方々は次のとおりです。

平成29年度 社協会員会費実績・報告

●加入合計額
　（平成30年3月22日現在）

合計11,389,016円

●賛助会員並びに特別賛助会員につきまして、会員として顕彰することに同意をいただいた方々は次のとおりです。

（学）秋草学園福祉教育専門学校様・（有）アルクハウジング様・（株）アンリー・ファルマン様・（株）内野自動車様・（特非）エイジングサポート様
大谷節子様・（有）カイゴー様・加藤商事（株）様・澤田イヨ子様・田中英樹様・所沢商工会議所様・所沢石油組合様・所沢地区保護司会所沢三芳支部様
原紘一様・平岩建設（株）様・宮川上司様・みらい薬局西所沢店様・（株）読売新聞所沢センター様・（福）若狭会様

（株）アペックス川越営業所様・石井福雄様・石橋勝美様・越阪部良久様・小原共子様・河野博明様・北田千恵子様・久保田千恵子様
畔柳和子様・コスモ葬祭（株）様・埼玉西協同病院様・澤地辰洋様・塩月行政書士事務所様・柴田勲様・清水良浩様・（福）秀和会様
手話ダンス･トトロ様・神藤年三様・鈴木さん家様・高木俊和様・髙柳進様・高山幸雄様・（株）タカンナ様・武田正昭様・田中恵子様
田中保三様・東京キリンビバレッジサービス（株）川越営業所様・常路麺打ち愛好会様・（株）所沢自動車学校様・所沢診療所様・中里市三様
長沼商事（株）様・名取芳秀様・新妻紀子様・二村兼弘様・二上英一様・（株）平成エンタープライズバス営業部様・茂木宏美様・森田明彦様
安田美代子様・山﨑清様・吉田みどり様・（株）ルポゼコーポレーションからだ元気治療院所沢東店様・老人保健施設さんとめ様
渡辺多一様

: 23企業・法人・団体、個人14名 370,000円
: 22企業・法人・団体、個人324名 589,068円
: 70法人・団体、個人5名 168,700円
: 112自治会・町内会、個人8名 10,261,248円

特別賛助会員
賛 助 会 員
福 祉 会 員
住 民 会 員

納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。

～みなさまのご協力ありがとうございました～～みなさまのご協力ありがとうございました～

【特別賛助会員】

【賛助会員】

◆

◆

◆

◆

寄付報告　～みなさまの善意～

（平成３０年１月１日～平成３０年２月２８日受付分）

①社協への寄付合計　20,000円

所沢明るい社会づくりの会様
【団体】

③こども未来基金への寄付合計　197,132円

所沢中央ロータリークラブ様、防衛医科大学校並木祭実行委員会様、
秋草学園福祉教育専門学校様

【団体】

②愛の福祉基金への寄付合計　901,247円

所沢市民クリスマス実行委員会様、所沢市フォークダンス連盟様、
武州ガス株式会社様、株式会社中央管財様、牛沼小学校PTA資源回収様、
そごう・西武労働組合所沢支部様、第41期所沢市高齢者大学有志様、
さいしん所沢友の会様、所沢市社交ダンス連盟様、株式会社ベルク山口店 お客様一同様、
株式会ベルク東所沢店 お客様一同様、所沢市ボランティア連絡協議会様

【企業・団体】 ④物品寄付

秋草学園福祉教育専門学校様、BMCエンタープライズ株式会社様
【団体】

（五十音順）

（五十音順）

坂道を上がります。
車いすに座っていると、
ちょっとした段差でも
響くことに気がつきます。

坂道を上がります。
車いすに座っていると、
ちょっとした段差でも
響くことに気がつきます。

車いす体験

高齢者体験

住民
力！！

松井地区社会福祉協議会とは、
松井地区に住む住民の方 （々自
治会役員・民生委員・ボランティ
アグループの代表者等）により
構成されたボランティア組織で
す。地区内のサロン活動への助
成事業や、松井ちょこっと相談

（毎月第1月曜日開催）など様々
な取組みをしています。

大雪の時に他の家の前も雪かきをした
見守りが大切。まずは近隣同士の挨拶から
ノミ（飲み）ニケーションで住民同士の交流を
回覧板をポストに入れずに、直接手渡ししよう
趣味の編み物をデイサービスで利用者に教えたい
サロンをもっと地域に増やしたい　等

●
●
●
●
●
●

住民懇談会
福祉体験講習会を同日開催！
住民懇談会
福祉体験講習会を同日開催！

松井地区のために私ができること

松井地区社協が主催！松井地区社協が主催！

【H30年1月27日（土）松井まちづくりセンターにて】

初めての点字体験にドキドキです。初めての点字体験にドキドキです。

点字体験
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住民力！！ 住民懇談会 福祉体験講習会を同日開催！（松井地区社会福祉協議会：松井地区）
郷土への愛着を育む取組み（こてかつ：小手指地区）
わたしのまちの車いすちょい借りステーション（福来訪問看護ステーション：吾妻地区）
地域で輝け！わたしの力 ～目からうろこの活動発表！～
LＩＮＥやってます。ご登録よろしくお願いします！
平成29年度 社協会員会費実績・報告
寄付報告 みなさまの善意

ふ  く



わたしのまちの

　安心してお家で暮らし続けることができるよう、ご自
宅に訪問して看護とリハビリのお手伝いをしています。
　経験豊富な看護師がいますのでお気軽にお立ち寄
りください。困った時に一時的に車椅子を借りることが
できて便利です。
【住所】所沢市久米1978-1　【電話】04-2924-2413

福来訪問看護ステーション
ふ　　く

『小手指方言かるた』で想いをつなぐ『小手指方言かるた』で想いをつなぐ『小手指方言かるた』で想いをつなぐ

『マップ作り』から『ウォーキング』へ『マップ作り』から『ウォーキング』へ『マップ作り』から『ウォーキング』へ
　ボランティアグループの『こてか
つ』は、平成22年度に「知ろう！つな
がろう！わがまち小手指」をスローガ
ンに、誕生しました。はじめはマップ
作りからスタートし、実際にまちを歩
いて取材をしてみると、小手指地区
には史跡や石碑などがたくさんあり
ました。身近なところに歴史や文化
に触れられる場所があることに気が
ついて、今度はこれを住民にも知っ
てもらう活動へとつながりました。今
ではマップを活用したウォーキング
イベントにまで発展しています。

　ボランティアセンターでは、市内のボランティア募集情報、福祉に関する講座や地
域のイベント情報をいち早くＬＩＮＥやメールでお知らせします。ぜひご登録ください。

ＬＩＮＥやっています。ご登録よろしくお願いします！ＬＩＮＥやっています。ご登録よろしくお願いします！ＬＩＮＥやっています。ご登録よろしくお願いします！

車いすステーション
ちょい借り

『こてかつ』の
みなさん

吾妻地区のその他のステーション
● ところの苑　● デイサービス寿　● アグリン
● 所沢悠生苑くすのき台

小手指を
よく知る活動
小手指を
よく知る活動
小手指を
よく知る活動
小手指を
よく知る活動
小手指を
よく知る活動
小手指を
よく知る活動

こて

かつ

郷土への
愛着を育む
取組み

小手指まちづくり協議会が「小手指まちづくりマップ」を発行し、
小手指地区で全戸配布しています。
小手指まちづくり協議会が「小手指まちづくりマップ」を発行し、
小手指地区で全戸配布しています。

　『小手指方言かるた』はこてかつのメン
バーの「小手指の方言を残しておきたい」、

「こどもたちが誇れる故郷にしたい」という熱
い想いによりつくりました。世代を超えて一緒

に楽しめるよう、高齢者にもやさしい大きな文字
の『読み札』と、１枚1枚手描きによるあたたかい

雰囲気の『絵札』です。平成29年6月にこてかつが
製作し小手指まちづくり協議会で1,000部を発行し

ました。今後は、このかるたを使って、小手指でかるた
大会を開催したい！と考えています。

こてかつから誕生した
『こてまる』です！
　『こてまる』は、小手指の名の由来のひとつである小
手をかざす仕草をしており、学問の神様として北野天
神社に祀られている菅原道真ゆかりの『烏帽子』をか
ぶっています。また、お腹のマークは、小手指ヶ原の合
戦で北条率いる鎌倉幕府を倒した新田義貞の家紋

『 　』と、北野天神社に祀られている菅原道真ゆかり
の梅をアレンジしました。等身大パネルは、小手指まち
づくりセンター、小手指公民館分館、北野天神社に設
置しています。また、小手指地区の各小学校の新一年
生全員に『こてまる』キーホルダーを配布しました。

福来訪問看護ステーションのみなさん

明峰校区 こども支え合い活動明峰校区 こども支え合い活動

【平成30年3月3日（土）所沢市こどもと福祉の未来館にて開催】【平成30年3月3日（土）所沢市こどもと福祉の未来館にて開催】

『スマイル・パイレーツ』による
チアダンスでスタートしました！

『スマイル・パイレーツ』による
チアダンスでスタートしました！

こども食堂『増田さんち』こども食堂『増田さんち』

①右のQRコードを読み取る⇒ともだち追加
②LINEアプリ内で「@bjj6661j」を検索⇒ともだち追加

LINEへの
登録方法

①上記メールアドレス宛に空メールを送信
②返信メールに記載されているURLにアクセス
③登録フォームで必要な情報を入力⇒登録完了

メール配信も引き続きご登録ください！メール配信も引き続きご登録ください！メール配信も引き続きご登録ください！

※一部対応していない機種も
　ございますので、ご了承ください。

tokoshakyo-vcinfo@fl20.asp.cuenote.jp

地域で輝け！ 地域で輝け！ わたしの力わたしの力 ～目からうろこの活動発表！～～目からうろこの活動発表！～

　所沢市との共催により、『平成29年度地域福祉
みらいフォーラム』を開催しました。■第1部では
早稲田大学スポーツ科学学術院の樋口満教授よ
り、『シニアエイジへの“食楽”と“動楽”のススメ』
というテーマで、シニア
世代がいつまでも健康で
いられる秘訣について学
びました。■第2部の分科
会では、ボランティア団
体が活動発表を行いまし
た。小学校の登下校時の
見守り支援や『こども食
堂』等のこども支援の取
組み、参加者みんなが役割をもって活躍できるサロン、男性の参加率が
高いサロン、日常生活のちょっとした困りごとを手伝う『お助け隊』や、外
出が困難な高齢者のための買い物支援の取組み等、どの分科会も参考
にしたい取組みばかりで、参加者との意見交換もできました。

①こどもは地域の宝！こども支援活動

松郷ふれあい交流会松郷ふれあい交流会 こてよんサロンこてよんサロン

②みんなが主役！活き活きサロン活動

久米上組安心お助け隊久米上組安心お助け隊 椿峰まちづくり協議会買い物定期便椿峰まちづくり協議会買い物定期便

③あんしん！地域のお助け活動

こてかつ
ウォーキング

②みんなが主役！活き活きサロン活動

小手指地区

こてかつ

樋口満教授樋口満教授

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 85号 平成30年4月
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