
De出会って見つかる A新しい I居場所

地域福祉

みらいフォーラムを

開催します！

地域福祉

みらいフォーラムを

開催します！

次回、『ちゃお！』90号の発行は平成31年2月上旬を予定しています。

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/
印刷：望月印刷株式会社 所沢　社協 検索

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。

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。

社協だより「ちゃお！」第８9号 平成30年12月発行

宝探しスタンプラリー

寄付
報告

～皆様の善意～
（平成30年9月1日～平成30年10月31日受付分）

愛の福祉基金への寄付合計　323,393円
【企業・団体】所沢市経済活性化協議会様、
株式会社中央管財様、所沢地区更生保護女性会様、
埼玉土建一般労働組合所沢支部様
【個人】齋藤 素夫様、髙山 もと様、殿村 信也様

社協への寄付合計　30,000円
【個人】匿名1名様

こども未来基金への寄付合計　110,356円
【個人】酒井 康寛様、矢﨑 節子様、匿名2名様 

所沢ユニバーサルスポーツ応援団 団長 鮎川 雄一氏所沢ユニバーサルスポーツ応援団 団長 鮎川 雄一氏

日時

場所

内容

基調講演

平成31年2月2日（土）平成31年2月2日（土）
10：00〜12：30（9:30 受付開始）10：00〜12：30（9:30 受付開始）

所沢市こどもと福祉の未来館
体育館、多目的室1・2号、
ボランティア活動室1・2号

所沢市こどもと福祉の未来館
体育館、多目的室1・2号、
ボランティア活動室1・2号

こどもから大人まで誰もができる
ユニバーサルスポーツをつうじて、
地域で多世代の方とつながろう！ 交流しよう！
そこから生まれる地域の絆・仲間づくり。

こどもから大人まで誰もができる
ユニバーサルスポーツをつうじて、
地域で多世代の方とつながろう！ 交流しよう！
そこから生まれる地域の絆・仲間づくり。

定員150名
参加費無料!

38団体が出展した福祉コーナーでの合同
企画は参加団体同士で話し合いながら
実施されたもので、各団体と来場者が
交流するきっかけと
なりました。

あなたの夢の木
～みんなで咲かせよう！～

合同企画検討会の
後にも集まって
作業しました！

合同企画検討会の
後にも集まって
作業しました！

所沢市 福祉部 地域福祉センター
電話：04-2922-2115    FAX：04-2922-2195

所沢市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：04-2925-0041    FAX：04-2925-3419

※手話通訳・要約筆記あります※手話通訳・要約筆記あります

所沢市民フェスティバル 福祉コーナー所沢市民フェスティバル 福祉コーナー
宝探しスタンプラリーと「あなたの夢の木」～みんなで咲かせよう！～

参加団体・来場者と盛り上がりました！!
宝探しスタンプラリーと「あなたの夢の木」～みんなで咲かせよう！～宝探しスタンプラリーと「あなたの夢の木」～みんなで咲かせよう！～宝探しスタンプラリーと「あなたの夢の木」～みんなで咲かせよう！～

参加団体・来場者と盛り上がりました！!

景品のお菓子は
所沢友和会様から
いただきました。

当日、多くの方が
夢を書き、大きな
木を作りました

当日、多くの方が
夢を書き、大きな
木を作りました

共催

問合せ

みらいかんマルシェ
（農産物・雑貨の販売等）も

行います！

みらいかんマルシェ
（農産物・雑貨の販売等）も

行います！

11時〜14時半
（売切終了）

回 覧 所行回 第251号　平成３０年12月1日

つながる

ひろがる

ふくしのわ

平成30年12月

No.89

この情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。

◆ 所沢市民フェスティバル 福祉コーナー　 ................................................ 1
◆ ここにいます!CSW!（所沢地区）　........................................................  2
◆ こんにちは！ ボランティアセンターです★　 ...........................................  3
◆ 地域福祉みらいフォーラム／寄付報告　皆様の善意　.........................  4

も
く
じ本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。

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。

サッカー選手に
なりたい！

漫画家になれます
ように！
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こんにちは！ ボランティアセンターです★
地域の拠点ってこんなところ！！地域の拠点ってこんなところ！！

地域には、介護、認知症、ひきこもり、経済的困窮など、様々な状況で生活をしている方がいます。この
ような課題を抱えている方の住み慣れた地域での生活をサポートするため、所沢市社会福祉協議会で
は拠点を設置しています。拠点は住民の皆さんの生活相談や地域のいろいろな「チカラ」をあわせなが
ら課題解決に導く役割を持っています。

2016年4月 2016年8月 2017年6月

2017年8月 2017年12月 2018年10月

拠点スタート

テラス農園スタート 子どもの学習支援 メンズ会発足

カレーの日開始 わいわいカフェニャンズ
開店

地域で取り組まれているたくさんの居場所づくりには、
実は協力者がたくさんいるんです！
地域で取り組まれているたくさんの居場所づくりには、
実は協力者がたくさんいるんです！

「アンリーファルマン」さん

おいしいパンをこどもの居場所づくり
の際にご提供していただいています！
こどもたちからもらったお手紙は休憩
室に飾ってあるそうです！

サロンの近所にお住まいの松本さん。
季節のイベントに合わせてこどもの
居場所を可愛らしく飾りつけてくれ
ています。

新所沢ロータリークラブさん

社会貢献の一環として、活動のお手伝
いをしてくださっています！ネットワー
クを活かした野菜・果物の寄付も!!

松本さん

会場デコレーション

松本さん

会場デコレーション会場デコレーション会場デコレーション

父が地域のこども達と過ごすなかで
元気をもらっていました。今度は私
達がこども達に笑顔を届けたくて。

Cご夫妻お米やお菓子 Cご夫妻お米やお菓子お米やお菓子お米やお菓子

まちの協力者がまちの協力者がまちの協力者が出会いがいっぱい出会いがいっぱい ♪♪

参加者の
就労活動を応援
するためにスタート
しました。

こども食堂の材
料に！

こども食堂の材
料に！

サロンが明
るくなりまし

た！
サロンが明

るくなりまし
た！

企業の社会貢献！企業の社会貢献！

ここにいます！ CSW!ここにいます！ CSW!
コミュニティソーシャルワーカーコミュニティソーシャルワーカーコミュニティソーシャルワーカー

所沢
地区

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは…個人の困り事を地域の課題として捉え、
様々な関係機関や住民と連携しながら、解決に向けての仕組みづくりをしていく専門職です。

気軽に遊びに来てね
毎月第一金曜日はカレーの日♪　毎週木曜日はフリースペース♪

毎週金曜日はわいわいカフェニャンズ♪
毎月第一金曜日はカレーの日♪　毎週木曜日はフリースペース♪

毎週金曜日はわいわいカフェニャンズ♪

拠点から始まった
一人ひとりの出会い・つながりを大切にしています

「ぼく、やらないよ」と物事に消極的だったAさん。
「出来ないという前にまずはやってみよう！」とSさ
んの力強い声かけに励まされて、今では色んなこと
にチャレンジしていくようになり、テラス農園の水
やりはAさんが行っています。

地域福祉サポーターのＳさん

ぼく、やるよ！ぼく、やるよ！

Ｓさん

Aさん

最初はお互いを理解することに時間がかかり、衝突
したこともあったＢさんとＹさん。自分の思い・考
えを何度も伝えあったことで、今はBさんにとって
Ｙさんは信頼できる相談相手となりました。

地域福祉サポーターのＹさん（カレーの日）

Yさん Bさん

信頼できる人ができました。

信頼できる人ができました。

日時
募集対象

集合場所
解散場所
内容
申込み
締切

平成30年12月21日（金） 16：30～18：00
小学生～大学生
※小学生以下のお子様は、保護者同伴でお願いします。
所沢市こどもと福祉の未来館1階  多目的室2号
新所沢駅前（西口）
16：30～ミニ講座　17：15～街頭募金
電話・FAX・メールにてお申込みください
平成30年12月14日（金）まで

申込み・問合せ先　 地域福祉推進課

とこボラ隊 共同募金「歳末たすけあい運動」

小学生〜大学生のみなさん！
一緒に街頭募金をしてみませんか？

共同募金は地域の中のあちこちで役立っています！たとえば…
① 孤食を防ぐためのこども食堂　　② 地域の居場所となるサロン活動
③ 防災のための災害ボランティア推進事業 など

電 話：04-2925-0041　FAX：04-2925-3419  
メール：0041m@toko-shakyo.or.jp

「赤い羽根共同募金」街頭募金の様子

とこボラ隊とこボラ隊

声かけ声かけ

声かけ声かけ

平成30年12月89号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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（平成30年9月1日～平成30年10月31日受付分）

愛の福祉基金への寄付合計　323,393円
【企業・団体】所沢市経済活性化協議会様、
株式会社中央管財様、所沢地区更生保護女性会様、
埼玉土建一般労働組合所沢支部様
【個人】齋藤 素夫様、髙山 もと様、殿村 信也様

社協への寄付合計　30,000円
【個人】匿名1名様

こども未来基金への寄付合計　110,356円
【個人】酒井 康寛様、矢﨑 節子様、匿名2名様 

所沢ユニバーサルスポーツ応援団 団長 鮎川 雄一氏所沢ユニバーサルスポーツ応援団 団長 鮎川 雄一氏

日時

場所

内容

基調講演
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こどもから大人まで誰もができる
ユニバーサルスポーツをつうじて、
地域で多世代の方とつながろう！ 交流しよう！
そこから生まれる地域の絆・仲間づくり。

こどもから大人まで誰もができる
ユニバーサルスポーツをつうじて、
地域で多世代の方とつながろう！ 交流しよう！
そこから生まれる地域の絆・仲間づくり。
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企画は参加団体同士で話し合いながら
実施されたもので、各団体と来場者が
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作業しました！
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所沢市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：04-2925-0041    FAX：04-2925-3419
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