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「わいわいカフェニャンズ」は
お茶を飲んだり、世代を超えて
誰でも自由に過ごせる場所です。

地域活動に取り組む人を応援しています !
社協だより
「ちゃお！」第92号 令和元年特大号（7月号）発行
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 http://www.toko-shakyo.or.jp/
所沢 社協
印刷：望月印刷株式会社

検索

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。

次回、
『 ちゃお！』93号の発行は令和元年10月上旬（所沢市行政回覧）を予定しています。
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各行政区にCSW（コミュニティソーシャルワーカー）の配置を進めています!
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは…
●誰もが暮らしやすい地域を目指して、個人の困りごと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行う専門職です。

例えば、こんな活動をしています!
生活上の困りごとへの相談支援
地域で孤立している方への支援
● こども食堂等の立ち上げ支援

多世代の交流の場づくり
地域の居場所づくり
● サロンの立ち上げ支援

●

●

●

●

●

●

地域の支えあいの関係づくり
児童や高齢者の見守りの仕組みづくり

お困りのことがあればCSWに気軽にご相談ください。

※表紙の「わいわいカフェニャンズ」も立ち上げからCSWが協力しています。

私たちがCSWです!

江畑CSW

受付時間

栗原CSW

8:30〜17:15（土・日・祝・年末年始を除く）

渡辺CSW

富岡

070-3876-0222

山江CSW

相談を聞いている様子

羽鳥CSW

新所沢東

森CSW

柳瀬

070-3876-0229

新所沢

070-3876-0228

三ヶ島

070-3876-0226

並木

070-3876-0231

小手指

070-3876-0227

070-3876-0223

松井

所沢

070-3876-0230

070-2173-0221

吾妻

山口

佐藤CSW

070-3876-0225

070-3876-0224
中野CSW
梅本CSW

ここにいます!CSW!（相談も受け付けています）
地区

名称・会場

日程

地区

CSWがあなたの
地域に伺います

萩野CSW

名称・会場

日程

松井

松井ちょこっと相談
松井まちづくりセンター

毎月第1月曜日10:00〜12:00
1月は休み 5月・11月は火曜日

並木

山口

さわやか談話室
山口まちづくりセンター

毎月第2・4火曜日10:00〜12:00

並木

よろず相談会 スカイマンションA棟103
所沢市中新井3-20 スカイマンションA棟103

毎週水曜日13:30〜15:30

三ヶ島

よってくらっしぇ〜
狭山ヶ丘コミュニティセンター

毎月第4水曜日11:00〜13:00

柳瀬

柳瀬なんでも相談
柳瀬まちづくりセンター

毎月第1火曜日10:00〜12:00
1月はお休み

新所沢

ふくし何でも相談会
コミュニティサロンぐりーんぽけっと

毎月第3金曜日13:00〜15:00
8月は休み 3月は第2金曜日

所沢

談笑たいむ
富岡まちづくりセンター

原則第1・3木曜日10:00〜12:00

富岡

小手指

よろず相談会 サロン幸福亭ぐるり
（所沢市並木8-1-6-114 並木通り歯科隣り）

毎週月曜日13:30〜15:30

フリースペースTokorozawaテラス
（所沢市有楽町16-28 コーポ名取5号室）

毎週木曜日13:00〜15:00

談話室こてまる
小手指まちづくりセンター

毎月第2金曜日14:30〜16:00

※それぞれ不定期の休みがあります。詳細は地区担当CSWへお問い合わせください。
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ご相談は地区担当CSWまたは地域福祉推進課（電話:04-2925-0041）までお問い合わせください。

確かな経験と実績で

車検・点検・板金
技術でご奉仕しております
レンタカーも承ります。
●パッソ
１日 ３，０００円
●プリウス
１日 ５，０００円
●ノア（ワゴン車）
１日１０，０００円
●キャラバン（車いす移動車） １日６，０００円

毎月、第１・
第３日曜日
お車のことなら、まかせて安心、トータルカーランド 営業いたします

新車、全メーカー取り扱いいたします。

（株）

内

野

自 動

車

所沢市東町２３－１ ☎04（2922）1811 FAX04（2925）0318

所沢市こどもと福祉の未来館の
「福 祉 の 相 談 窓 口」を ご 利 用 く だ さ い ！
所沢市社会福祉協議会では所沢市から委託を受け、福祉の相談窓口を
開設しています。次のような不安や困りごと等について相談ができます。
一緒に課題を整理して、解決に向けた支援をしていきます。

福祉の相談窓口
開設時間
場
所
問い合わせ

9:00〜18:00（土・日・祝・年末年始を除く）
所沢市こどもと福祉の未来館1階（所沢市泉町1861-1）
04‐2941‐6366（福祉の相談窓口 代表番号）

【相談できる内容】
経済的な不安を抱えている方

判断能力に不安のある方

手話通訳等の派遣を希望される方

・自立に向け、様々な生活課題の解決を
支援します。
・フードドライブを実施しています。

・福祉サービスの利用支援や金銭・書類管理を
支援します。
・「成年後見制度」に関する相談をお受けします。

・手話通訳・要約筆記の派遣を行います。
・各種養成講習会（手話・要約筆記・点訳・音
訳等）を開催しています。
福祉の相談窓口職員

障がいのある方

障がいのある方で働きたい方

・日常生活の相談、利用できる制度やサー
ビスのご紹介などを行います。
・ご家族や近隣の方もご相談ください。

・一般企業での就労をご希望の方に対して、仕事の相
談や調整、定着を支援します。
・企業の障害者雇用に関する相談もお受けします。
CSW

すぐそこ！ご近所 の 相談窓口 をご利用ください！

CSWとも連携
しています!

お住まいの地域にも、気軽に相談できる窓口があります。
「暮らしの相談事業」では、平成30年10月から所沢市内の27社会福祉法人が「地域における公益的な取組」として、共同の無料相談
窓口を設置しています。生活の悩みごとや困りごとの相談を受けています。
（平成31年4月1日現在）

所沢

小手指

新所沢

わかたけ元町保育園
所沢おひさま保育園
所沢第二おひさま保育園

特別養護老人ホームロイヤルの園
はあもにい
北野保育園
きたの第2保育園
レジデンシャル小手指Sakura

泉町保育園
所沢市社会福祉協議会事務局
地域生活支援センターぽぷり

富岡
所沢市立キャンバス
特別養護老人ホーム真和の森
特別養護老人ホーム健寿園
特別養護老人ホームアンミッコ
特別養護老人ホーム飛鳥野の里
所沢市立かしの木学園

並木
特別養護老人ホームなみきロイヤルの園
グループホームアンジューム所沢
ケアセンターとこしえ こぶし町
デイサービスセンターひまわり
ところざわ学園
所沢市立はばたき
かがやき
所沢市立きぼうの園

柳瀬
くわのみ本郷クリニック通所リハビリテーション
特別養護老人ホーム千寿里
特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷
東所沢たんぽぽこども園
所沢市立プロペラ

松井
れんげこども園
ケアホームふじのみ松郷

山口
住宅型有料老人ホーム福祉の森

この旗が
目印！！

三ヶ島
なかよしこども園
第二なかよし保育園
居宅介護支援事業所所沢けやき
所沢市立こあふる
特別養護老人ホーム所沢やすらぎの里
光の園
特別養護老人ホーム康寿園
特別養護老人ホームケアカレッジ
特別養護老人ホーム亀令園
優々保育園

吾妻
特別養護老人ホームところの苑
地域活動支援センター所沢こぶしの家
デイサービスセンターアグリン
ショートステイ福祉の森

※開設時間や場所、連絡先等についてはホームページでご覧になれます。詳細は地域福祉推進課（電話:04-2925-0041）
までお問い合わせください。
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こどもたちの集まる場所がどんどん増えています!
地域で実際に取り組んでいる方に、
立ち上げの思いをお聞きしました！

おばあちゃんに
いろいろ教えて
もらえて
うれしいな〜。

空ちゃん和ヶ原の様子

「空ちゃん和ヶ原」
那須恵真さん

こどもの居場所

＊許可をいただいた団体のみ掲載しております。あらかじめご了承ください。

所沢地区
学習
食堂

とこ地区『寺子屋』学習ひろば

居場所

青少年多文化にほんご教室
桂の食卓〜桂ん家〜

学習

青少年多文化にほんご教室

食堂

さんとめきらら

食堂
居場所

新所沢東地区

学習

こども広場

レッツ・スタディ
「学習ひろば」

食堂

青少年多文化にほんご教室
「学習ひろば」
（ 2か所）

空ちゃん和ヶ原
コミュニティキッチン

山口地区

ところざわこども食堂
一人ぼっちを創らない！

学習

こどもカフェ

青少年多文化にほんご教室

並木地区

新所沢地区

学習ひろば『寺子屋』
イーストネット『学習ひろば』
（2か所）

学習

青少年多文化にほんご教室（2か所）

Mooie Keuken（モゥイエ・カァカン）

食堂

わーくぽけっと

食堂

ぽかぽか広場並木八丁目
ぽかぽかスカイ103

※開設時間や場所等の詳細に
ついては地域福祉推進課
（電話:04-2925-0041）
まで
お問い合わせください。

居場所 しんとこ広場なないろ

吾妻地区
食堂

三ヶ島第9区

Sakura☆シークレット・ベース
ぼくのわたしのひみつきち!

松井地区

金山食堂だれでもランチ会

学習

食堂

三ケ島地区

小手指地区

富岡地区

学習

近年、共働きの世帯が増えて、核家族化も進み、できたての温かい
ごはんを食べられるこどもは昔ほど多くはありません。その中には
きちんと三食食べることが経済的に難しい家庭もあると聞きます。
困った人がいたら一緒に関わっていきたいという思いから、こど
もとは近い距離で声を聞きたいという気持ちを社会福祉協議会に
相談したところ、
「こども食堂」というものに出会いました。
当時は知識もなかったことから、他市で開かれた勉強会に何度
か足を運んだりもしました。
地域の民生委員や地域を思う有志が、こどもも高齢者も安心して
暮らす豊かな街にしたいと思い、取り組んでいます。
様々な課題に向き合っていけるこどもの居場所を目指していき
たいと思います。

北秋津こども食堂「とんぼハウス」

こどもたちや家族を支える地域の居場所として、
地域の方が担い手となる『こども食堂や学習支援の場』を応援しています。
CSWによる相談（立ち上げ、運営面等のサポート）
● 助成金
（所沢市こども未来基金及び赤い羽根共同募金の活用）
●

〈所沢市こども未来基金とは〉
●

CSWによる相談

こどもの福祉の推進を目的とし、平成29年4月に「所沢市こども未来基金」を創設しました。こちらに寄せられ
たご寄付は、こどもの福祉に取り組む市民等の自主的な活動支援の財源となります。皆様からの温かいご支援
がこどもたちの笑顔につながります。

◎ご寄付の方法
● まずは、
企画総務課までご連絡ください。または、直接所沢市社会福祉協議会（こどもと福祉の未来館3階）に
お持ちください。
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お問い合わせ:企画総務課（電話:04-2926-8202）

И࣎ᎍٻടᡇ ίᄂ̲Сࡇẝụὸ

ᣐࠋἋἑἕἧٻѪᨼ ᡵ ᵐ ׅἓἻἉửᣐỦấˁʙỂẴ
ἳὊἽỸỻὊỽὊ ᵒ ٻἳἼἕἚ
チラシはご自宅までお届け致します。

Ĭ᧓ƴளƞǕǇƤǜŵ
ᾄ῍ ᵐᵎ ộỂڤẨễ᧓Ệ
ˁʙầỂẨộẴẇ

Įͤࡍƴᑣƍŵ
ഩẪấˁʙỂẴỉỂẆ ͤࡍỆờᑣẪ
ἒỶỺἕἚầዓẦễẟỴἜἑỆờ
ỏẾẺụỉấˁʙỂẴẇ

ᡵẅஉ້ Ὁ ஙẅᣐࠋӧᏡễ૾

˳᬴૰

И↰↞↮⇂↙И࣎ᎍ≆
⇺⇈⇴∝⇻∑∞⇮∝⇶⇊⇐∐∙∝⇛⇩⇕⇟↙↘
̓܇ƔǒǷȋǢǇưࠢ࠼ƍɭˊƕಏƠƘȬȃǹȳƠƯƍǇƢŵ

ȞȳȄȸȞȳưɠݗƴਦݰƍƨƠǇƢŵ

ĭᐯܡᡈƘưƓˁʙưƖǇƢŵ

無料体験後入会の方は入会金 8640 円が無料！

ȁǱȃȈȬȃǹȳ
Ძ  ׅЎ g ׅ

݅؏עბễỉỂẆ ˰ỚॹủẺ
ᐯܡԗᡀỂỉấˁʙỂẴẇ

į࠰ᱫƸբƍǇƤǜᲢƨƩƠܖဃƸᨊƘᲣ
ଢỦẪΨൢỂẆ ởỦൢỉẝỦ૾Ểẝủị
ᛡỂờỂẨỦấˁʙỂẴẇ
ᵖᵎ ৗˌɥỉ૾ờẲềẟộẴẇ

Ӗ˄᧓ųஉ୴ଐ᳸୴ଐųᲳ᳸  

⇱∋∞⇟⇥∞
⅙ಏ⅙⅙֥
␒

∜உˌϋ̅ဇӧᏡ

Ღųό

⮳ᡤἑ㥐

ಏ֥ƷڌƸਦέǛ̅ƏƷưŴᏯƕᦀƑǒǕ
ǢȳȁǨǤǸȳǰјௐǋƋǓಏƠǈƳƕǒᒉᡉǓưƖǇƢŵ

ᾣᾔᾛẅᵎᵒᵋᵐᵗᵔᵖᵋᵗᵔᵐᵐ
所沢市中富 530-1

䝁䝯䝎⌆⍄

∡⇱∋∞⇟⇥∞ಏ֥

ᡤἑᕷୗᏳᯇ 㻝㻡㻤㻠㻌ụ⏣䝡䝹 㻝㻜㻡

䠰䠡䠨䚷㻜㻠㻙㻞㻥㻠㻡㻙㻤㻟㻢㻝

⮳ᮾᡤἑ 䞉 Ύ℩㥐

䝲䜸䝁䞊
䜸䞊䝖䝞䝑䜽䝇

ᗑఇ᪥䚷ᅵ 䞉 ᪥ 䞉 ⚃

こ ん に ち は ！ ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー で す ★
「一緒に地域のために活動する人を増やしたい！」

夏のボランティア体験

in所沢2019

ボランティア体験の流れ
体験前

①事前説明会に参加し、
体験したいメニューを申し込む
②体験先に連絡
（体験先によってはオリエンテーション等があります）

体験
体験後

「大変だったけど、良い体験になった!」
「体験する前と後では、自分の考えが変わった!」
「楽しく活動できた!」

トンボのための
水辺の手入れ

ボランティア活動期間

③さぁ、体験だ!

④アンケートの提出
⑤活動を振り返ろう!（報告会・交流会への参加）
体験をきっかけに、活動を続けてみよう

手話を体験中

7月29日（月）〜8月28日（水）
事前説明会 会場:所沢市こどもと福祉の未来館
日程A
日程B
日程C

体験メニューは、市内まちづくりセンター
に配架のほか、ホームページからもご覧に
なれます。

7月 7 日（日）10:00〜11:30
7月12日（金）18:00〜19:30
7月20日（土）10:00〜11:30

報告会・交流会 会場:所沢市こどもと福祉の未来館
8月30日（金）午前の部:10:00〜11:30
午後の部:14:00〜15:30

第40回所沢市民フェスティバル「福祉コーナー」出展団体募集
「福祉コーナー」に出展する福祉施設・ボランティア団体を募集します。福祉施設やボランティア団体の交流や、
市民へのPRを目的としています。出展に関する詳細及び注意事項はホームページにてご確認ください。
※「福祉コーナー」は赤い羽根共同募金の配分金を利用して運営されています。

（木）〜8月15日（木）
（必着）
申込み期間 8月1日
申込み方法 ホームページより所定の用紙をダウンロードし、窓口持参・メール・FAX・郵送でお申し込みください。

情報配信やってます!ご登録よろしくお願いします!
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への登録方法
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

「福祉コーナー」
の様子

メール配信も引き続きご登録ください!
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
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

※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。

（地域福祉推進課） 電話:04-2925-0041 FAX:04-2925-3419 メール:0041m@toko-shakyo.or.jp
お問い合わせ・申し込み ボランティアセンター
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平成30年度事業報告・決算報告
主な事業実績

CSWによる取り組みに関すること

・出張相談窓口の開設 218回
・コミュニティ・ソーシャル・ワーク★ラボ（CSW活動報告）
の開催
・CSW活動報告書の発行

社会福祉法人や企業等との連携
・車いすちょい借りステーション
ステーション数 43か所
貸出件数 429件
・暮らしの相談事業 47施設

ボランティアセンターに関すること

福祉の相談窓口に関すること

・ボランティアに関する相談 93件
・ボランティア情報配信サービス登録者数 920名
・学校向けふくし学習相談数 28件
・夏のボランティア体験参加者数 のべ325名
・災害ボランティアセンター実地訓練参加者数 66名

・福祉の相談窓口来所者数 8,403名
・フードドライブによる食品の提供 367件
・障がい者の就労に係る相談 178件
・手話通訳者、要約筆記者の派遣 1,658件
・生活困窮者の自立に関する新規相談 1,023件

その他詳細はホームページから
ご覧いただけます!

平成30年度決算内訳
収入の部

（単位:円）

科 目

支出の部

（単位:円）

決算額

科 目

会費収入・寄付金収入

15,678,231

法人運営

市補助金収入

72,173,881

ボランティア・共同募金

共同募金配分金収入

17,568,000

市委託事業

市受託金収入

384,280,139

県社協受託金収入

8,322,450

介護保険事業収入

67,766,259

障害福祉サービス等事業収入

39,433,022

その他の収入（後見報酬、利用収入等）

57,637,315

その他の財源

212,971,703
19,901,914
229,101,673

県社協委託事業

13,232,335

市指定管理施設運営事業

429,526,784

介護保険関係事業

79,425,954
合 計

284,107,150

収益事業収入

決算額

984,160,363

37,193,916
合 計

984,160,363

平成30年度 社協会員会費実績のご報告

平成30年度 共同募金のご報告

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皆様は次のとおりです。
特別賛助会員 24企業・法人・団体、個人13名
賛 助 会 員 16企業・法人・団体、個人372名
福 祉 会 員 63法人・団体、個人11名
住 民 会 員 124自治会・町内会、個人7名
加入合計額（平成31年3月31日現在）合計

370,000円
612,000円
182,500円
10,443,958円
11,608,458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

いただいた皆様は次のとおりです。
【特別賛助会員】
（学）秋草学園福祉教育専門学校様・秋山恒雄様・
（福）栄光会特別養護老人ホームロイ
ヤルの園様・恵比寿老人ホーム紹介センター様・岡田安子様・加藤商事（株）様・
（株）グ
ランディック様・コスモ葬祭（株）様・近喰晴子様・澤田イヨ子様・
（株）スパンドニクス様・
（株）タカンナ様・田中英樹様・所沢商工会議所様・所沢地区保護司会所沢三芳支部様・
（株）所沢自動車学校様・平岩建設（株）様・みらい薬局西所沢店様・本柳スミ江様
（五十音順）

【賛助会員】
伊藤博様・伊藤範子様・上田之雄様・小原共子様・金子和広様・河野博明様・斎藤千代一
様・
（有）佐久間工務店様・サンダーバード様・
（株）J.S AutoDeal様・塩月行政書士事務
所様・柴田勲様・新藤孝太朗様・高木俊和様・髙柳進様・武田正昭様・田中正幸様・東京キ
リンビバレッジサービス（株）様・所沢クリドラタウン実行委員会様・所沢ニュータウンふ
れあい会様・二村兼弘様・萩原進也様・藤本茂様・藤原利宣様・
（株）平成エンタープライ
ズ様・宮崎加代子様・MooieKeuKenてらこや食堂様・渡辺多一様
（五十音順）

◎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。

みなさまにご支援・ご協力いただいた募金は、一人暮らしの
高齢者を見守る活動やサロン活動、災害ボランティア推進な
ど市内の身近な福祉活動に役立てられています。
みなさまの温かいご支援に感謝申し上げます。
平成30年度 赤い羽根募金実績
募金種別
実績額
戸別募金
12,071,587円
街頭募金
872,395円
学校募金
136,915円
職域募金
604,224円
法人募金
127,969円
特別協賛募金
2,758,564円
個人大口募金
144,833円
16,716,487円
合 計
平成30年度 歳末たすけあい募金実績
募金種別
実績額
戸別募金
10,991,455円
街頭募金
111,965円
個人大口募金
28,548円
11,131,968円
合 計
平成30年度 災害義援金実績
募金種別
実績額
平成30年7月
749,448円
豪雨災害義援金
平成30年北海道胆振
東部地震災害義援金
合 計

237,503円
986,951円
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人と人、心と心を結ぶご縁を大切にしたまごころの葬儀

〒359-1148 埼玉県所沢市小手指台37-6
TEL 04-2928-2672 FAX 04-2928-7012
全国葬祭業組合連合会加盟店(経済産業大臣認可)

家族葬ホール・霊安室・事前相談

無料

http://www.kyouei-1001.co.jp/

０ １ ２ ０ － ５コ ５
－ １テンレイイチバン
００１
コ

令和元年度事業計画
主な取り組みを紹介します!
地域に飛び出し、
地域づくりを進めます!
地域に飛び出し、
地域づくりを進めます!

福祉に関する様々な相談を受け付けます!
福祉に関する様々な相談を受け付けます!

CSWの取り組み

福祉の相談窓口に関する取り組み

・地域の中で身近に相談できる体制の強化
・小地域における居場所づくり
・ふくし学習を通じた地域づくり
・専門家を招いた事例検討会など、CSWの質の向上のための取
り組み
・コミュニティソーシャルワーク実践報告会の開催

・住居のない生活困窮者で所得が一定水準以下の方に対して、一
定期間内に限り宿泊場所を供与し日常生活を営むのに必要な
物資を貸与または提供（一時生活支援事業）
・状況に応じてCSWと連携しながら各種相談に対応
・障がいのある方の生活や就労に関する相談支援を実施
電話通訳

事例検討会

フードドライブ
（生活困窮者への食料品の提供）

居場所づくりについての話し合い

地域デビューのきっかけづくりに取り組みます!
地域デビューのきっかけづくりに取り組みます!

住み慣れた地域での自分らしい生活を応援します!
住み慣れた地域での自分らしい生活を応援します!

地域で活躍する人材を育成する取り組み

障がいのある方・こども・高齢者の支援に関する取り組み

・「夏のボランティア体験」を実施
・「地域福祉サポーター養成講座」を実施
・災害時に対応できるボランティアの育成
・市内の福祉事業所等の職員が参加できる研修の実施
（福祉人材スキルアップ研修）

・指定管理施設4施設を運営し、障がいのある方や児童が一人ひ
とりが住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるように支援
を実施
・「こども食堂」をはじめとするこども支援に関わる方や団体を
対象に連絡会や研修会の実施
・指定市町村事務受託法人として要介護認定調査事務を実施

地域福祉サポーター養成講座

こども食堂ボランティア連絡会

災害ボランティアセンター実地訓練

所沢市立プロペラクリスマス会

事業報告・決算、事業計画の全体についてはホームページからご覧いただけます。

会 長 か ら のメッ セ ー ジ
今、地域では、単身世帯の孤立化やこども達の
安全確保といった問題などが表面化しています。
所沢市社会福祉協議会では「地域で誰もが安心
して健康で幸せにくらしたい」というみんなの願
いを実現すべく、各地区にCSWを配置して地域
福祉を推進しています。
こうした中、市内各所で「こども食堂」をはじめ
とする居場所づくりや「車イスちょい借りステー
ション」の設置、
「 身近な相談窓口」の開設など、

社会福祉法人所沢市社会福祉協議会

会長

本橋栄三

C S W と 連 携した 地 域 づくりが ま す ま す 盛 んに
なっています。
今回、広く社協の活動を市民の皆さまにお知ら
せしたいという思いから、社協だより
「ちゃお!」7
月号を特大号として全戸配布する運びとなりま
した。
今後も皆様の身近な存在の「社協」であるよう
努めてまいりますので、ご支援とご協力をお願い
申し上げます。
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ＪＡいるま野産「彩のきずな」を使用したお米です

無洗米
お問い合わせ
所沢地域管理課 04-2948-2020

ちょい借り

わたしのまちの「車いす ステーション」
所沢市社会福祉協議会では、地域住民、自治会・町内会、商店、企業、福祉施設などにご協力をいただき、
身近な地域で車いすを借りることができる「車いすちょい借りステーション」を設置しています。
貸出し期間は2週間以内、無料で借りることができます。
（2週間以上ご利用の際は、地域福祉推進課（電話:04-2925-0041）までお問い合わせください。）

〈市内の「車いすちょい借りステーション」一覧（平成31年4月1日現在）〉
地区
三ケ島

小手指

山口

吾妻

所沢

新所沢

施設名

富岡

松井

柳瀬

連絡先

受付時間

※備考

東狭山ヶ丘 6-750-1

04-2929-2233

8：30 ～ 17：30

△なし

ケアハウス所沢けやき

三ヶ島 5-551

04-2947-2741

9：00 ～ 15：00

△なし

オレンジタウン

西狭山ヶ丘 1-2475-1

04-2936-7563

9：00 ～ 18：00

※土・日・祝のみ 17：00 まで

ハッピーホームデイサービス

小手指 1-34-3

04-2929-1233

9：30 ～ 16：30

エイジングサポート

小手指 3-11-17

04-2949-0030

10：00 ～ 17：00

△なし

ライオンズマンション西所沢自治会

小手指台 3-1

04-2928-1812

10：00 ～ 16：00

△土・日・祝

小手指まちづくり協議会
( 小手指まちづくりセンター内）

北野南 1-5-2

04-2948-1295

8：30 ～ 17：15

△日 ･ 祝 ･ 年末年始

小手指公民館分館

小手指町 4-22-2

04-2948-8780

8：30 ～ 17：15

△日・祝 ･ 年末年始

特別養護老人ホームロイヤルの園

北野 3-1-18

04-2947-1600

9：00 ～ 18：00

△なし

有限会社

北野新町 2-4-21

04-2938-3060

8：30 ～ 17：15

※土のみ 10:00 ～ 14:00 まで

わかさ薬局

山口 2788-3

社協へ問合せ

10：00 ～ 16：00

△なし

大鐘自治会

上山口 1570

社協へ問合せ

9：00 ～ 17：00

△なし

福祉の森

山口 1850-8

04-2921-3600

8：30 ～ 17：30

△土・日・年末年始

山口まちづくりセンター

山口 5004

04-2924-1224

8：30 ～ 17：15

△祝 ･ 年末年始

岩崎上町自治会

山口 687-11

04-2921-1922

10：00 ～ 16：00

愛泉道院

山口 123-15

04-2922-8802

9：00 ～ 18：00

特別養護老人ホームところの苑

久米 1538-2

04-2929-6955

10：00 ～ 17：00

△なし

デイサービス

北秋津 683-1

04-2946-8407

10：00 ～ 16：00

△日・年末年始

福来訪問看護ステーション

久米 1978-1

04-2924-2413

10：00 ～ 16：00

△日・祝

アグリン

荒幡 106-6

04-2929-1213

9：00 ～ 17：00

所沢悠生苑くすのき台

くすのき台 3-12-1

04-2993-7752

10：00 ～ 16：00

△なし

松尾観魚苑

御幸町 1-16 所沢スカイライズタワー 2F

04-2922-5655

11：00 ～ 19：00

△水 ･ 木

内野自動車

東町 23-1

04-2922-1811

9：00 ～ 17：30

△第 2・4 土・日・祝

所沢まちづくりセンター

元町 27-5

04-2923-1386

8：30 ～ 17：15

△日 ･ 祝 ･ 年末年始

みらい薬局西所沢店

星の宮 1-17-9

04-2920-3277

9：00 ～ 18：00

△日・祝

医療生協さいたま生活協同組合所沢診療所

宮本町 2-23-34

04-2924-0121

8：30 ～ 17：00

△第２土・日・祝

北斗アセットマネジメント株式会社

西所沢 2-1-12 第２北斗ビル

04-2925-9495

9：00 ～ 17：45

△火・水・臨時休日

所沢地域福祉事業所まぁち

向陽町 2001-3

04-2941-2111

9：00 ～ 18：00

△日

所沢社協

泉町 1850-4

04-2929-1702

8：30 ～ 17：00

△土 ･ 日 ･ 祝 ･ 年末年始

弥生町 1781-7

04-2968-6862

9：00 ～ 18：00

※土のみ 9:00 ～ 13:00

わらわら航空公園店

並木 2-1

04-2995-0808

9：30 ～ 20：00

△火

スカイ薬局

中新井 3-20-35-104

04-2943-3222

9：00 ～ 19：00

△日・祝

アンジューム所沢ケアセンターとこしえこぶし町 こぶし町 30-31

04-2968-6255

9：00 ～ 18：00

△なし

さくら鍼灸接骨院

並木 8-1-6-120

04-2990-8010

9：00 ～ 17：00

△年末年始応相談

富岡まちづくりセンター

北岩岡 117-1

04-2942-3110

8：30 ～ 17：15

△日 ･ 祝 ･ 年末年始

所沢市立キャンバス

下富 653-5

04-2943-6110

9：00 ～ 17：00

△土 ･ 日 ･ 祝

老人保健施設さんとめ

中富 1617

04-2942-3202

9：00 ～ 20：00

△なし

安松町内会『交流館』

上安松 95-6

アリスサロン

東所沢和田 1-46-19

04-2008-2004

9：00 ～ 17：30

△土・日・年末年始

上安松 1286-1

04-2994-1259

8：30 ～ 17：15

△日 ･ 祝 ･ 年末年始

東所沢和田三丁目自治会

東所沢和田 3-25-9

04-2944-9506

9：00 ～ 18：00

△年末年始応相談

ウェルシア所沢下安松店

下安松 963-3

04-2951-2321

10：00 ～ 20：00

特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷

坂之下 941-3

04-2951-3000

8：30 ～ 17：30

△なし

柳瀬まちづくりセンター

城 964-8

04-2944-2113

8：30 ～ 17：15

△祝 ･ 年末年始

因泥接骨院
寿

居宅介護支援事業所
所沢東店

松井地区社会福祉協議会
（松井まちづくりセンター内）

社協へ問合せ

随

△：休日

△年末年始

△日・年末年始

町谷自治会館

新所沢東 からだ元気治療院

並木

所在地

ケアハウス大光園

△日・祝

△土・日・祝・年末年始
△日・祝

△日・年末年始

△日 ･ 祝 ･ 年末年始

時

△土・日・祝

「車いすちょい借りステーション」にご協力いただける、商店・企業・福祉施設等を募集しています!

8
医療法人社団

みずの会 ⋆外来⋆訪問診療⋆訪問看護⋆居宅介護支援

みずの内科クリニック

【診療科目】内科・消化器科

内科クリニックとして日曜祝日を除く毎日診療しています。外来では、消化器・呼吸
器・循環器専門外来も行っています。
体調が悪いなどで受診できず往診をご希望される方、退院など在宅での療養で訪問診療
をご希望される方はお気軽にご相談ください。
午前 9：00～12：00
○
○
○
○※
○
○※
月
火
水
木
金
土
午後 15：00～18：00
○
○
○※
/
○
/
※水曜午後…消化器専門外来、木曜午前…呼吸器専門外来、土曜午前…循環器専門外来

🏣🏣359-0041埼玉県所沢市中新井4-27-4

在宅相談窓口
訪問看護

ＴＥＬ

04-2942-4100

ＴＥＬ０４-２９４６-８８０３
～併設施設～

居宅介護支援

訪問看護ステーションすずらん

介護支援サービスすずらん

ＴＥＬ０４－２９４３－２２６４

ＴＥＬ０４－２９９０－５６１５

