
次回、『ちゃお！』94号の発行は令和2年1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93号 令和元年10月発行

愛の福祉基金への寄付合計　887,263円
【個人】 （故）難波 洋子様、大舘 忠平様、匿名2名様
【企業・団体】 埼玉西武ライオンズ優勝パレード実行委員会様、
所沢東ロータリークラブ様、株式会社中央管財様、
フラワーヒル交友会様、障害者をバックアップする会様、
所沢市社交ダンス連盟様、所沢友和会様、居酒屋ひがし様、
柳瀬地区親睦チャリティゴルフ実行委員会様、
そごう・西武労働組合 所沢支部様、匿名1団体様

一般寄付合計（所沢社協の事業運営費として）　479,677円
【個人】 匿名1名様
【企業・団体】 株式会社システムネットワーク様、おたのしみくらぶ様、
株式会社ニュースター楽器様、所沢市身体障害者福祉会様、株式会社オフィス・サプライ様、
医療法人社団みずの会みずの内科クリニック様

こども未来基金への寄付合計　394,800円
【個人】畔栁 和子様、匿名3名様
【企業・団体】所沢文化フォーラム様、
新所沢東ロータリークラブ様、
フラ・ハーラウ・オ・プメハナ様

物品寄付
【個人】島田 美晴様
【企業・団体】明治神宮崇敬会様、
株式会社システムネットワーク様

「夏のボランティア体験2019 in 所沢」は、これまで
ボランティアをはじめる機会のなかった方たちの
ために、夏休みを中心にボランティア活動を「体験」し、
活動のきっかけづくりを行いました。

今年もこどもから大人まで192名の方に
お申込みいただき、延べ348名の方が
体験に参加しました。
受け入れについては市内38カ所の福祉
施設・ボランティア団体のご協力をいた
だきました。

まだ水に
慣れていない

こどもと水遊びを
しました。

所沢市立

かしの木学園で

こどもと
遊んでいる

様子

　ここに通っている子は障がいがあるので、配慮した
対応をしなくてはいけませんが、同じこどもなので
楽しいことは楽しい、嫌なことは嫌、とその子その子に
違いがあることがわかりました。
　障がいの程度によってできることやできないことがあ
るので、その子の最大限の能力を引き出しながら楽しん
でもらえるように、心がけました。
斎藤　和奏さん（高校2年生）

ボランティア体験に参加してみて

説明会で

ボランティアの

心構えを

学びました！

報告会では
ボランティア体験の

振り返りを
行いました。

ボランティアに関することは、

ボランティアセンター（電話：04-2925-0041）までお問い合わせください

寄付
報告

～みなさまの善意～
実際に体験！

じぶんの町を
良くするしくみ

【問合せ】 地域福祉推進課  電話：04-2925-0041

「赤い羽根共同募金運動」が始まりました！
今年も10月１日から「地域から孤立をなくす」をテーマに『赤い羽根共同募金運動』が全国一斉に始まっています。
みなさまから寄せられた募金は、ボランティア活動の支援や地域の居場所づくりなど、様々な地域福祉活動に配分される他、大規模災害への対応
にも配分されます。みなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

推進
期間 10月1日  3月31日

令和2年令和元年

（平成31年3月1日～令和元年8月31受付分）

※応募用紙は社協HPからもダウンロードできます。
※参考見本  平成31年度亥デザイン

募集締切

発表

令和元年11月29日（金）
※必着

令和元年12月中旬頃予定

応募・問合せ

賞及び副賞
（1）最優秀賞（1作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品
（2）優秀賞（2作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品

 選考方法  本会で選考し、最優秀賞をデザインとして採用
 します。
 応募方法  応募用紙に必要事項をご記入の上、持参、郵送
 またはFAXにてお送り下さい。

所沢市社会福祉協議会「会員証デザイン募集係」
所沢市泉町1861－1　所沢市こどもと福祉の未来館3階
（電話： 04-2925-0041　ＦＡＸ：04-2925-3419）

あなたのデザインが
シンボルマークに！

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

応募用紙【持参の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、ご持参ください。
【郵送の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、はがきの裏面に
 のり付けのうえ、ご郵送ください。

年　齢 応募回数 初めて／（　　）回目

氏　名
ふりがな

〒　　　　  -

住　所

電　話

才

令和2年の干支「子（ねずみ）」をモチーフに所沢社協
シンボルマークをデザインしてください。

令和2年度 所沢社協シンボルマーク

デザイン募集！

回 覧
所行回 第155号　令和元年10月1日

つながる

ひろがる

ふくしのわ

令和元年10月

No.93

この情報紙は、3ヶ月に1回発行しています。
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こんにちは！ ボランティアセンターです★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

柳瀬
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。

「なつやすみ いっしょに たべよ！」は、夏休み中にお昼ご飯を1人で食べる
お子さんを、地域の方が見守る中で食事をする居場所の活動です。
2019年夏休み期間に実施しました。

所沢市民フェスティバル所沢市民フェスティバル

企業の社会貢献  俊英館学習支援

　病気や事故等、何らかの要因で車いすでの生活が必要
となった方が、国立障害者リハビリテーションセンター
を利用し、自立した日常生活や社会生活を営むための機能
訓練や生活訓練等を受ける中で、就労に向けた準備と
して、国語や数学の「学び直し」を必要とする声があり
ました。
　そこで、ボランティアセンターが学習塾「俊英館」に相談
し、企業の社会貢献として、講師を派遣し学習支援を
行っていただくことになりました。
　俊英館は、地域の社会資源として地域に場所（スペー
ス）の提供も行っています。

地域で取り組まれているたくさんの活動には、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活動には、実は協力者がたくさんいるんです！

まちの協力者がまちの協力者がまちの協力者が

なつやすみ いっしょに たべよ！のきっかけ

あちこちに集える場を

住民のみなさんとつくりたい！

 所沢社協はこどもや高齢者等が安全に安心して生活できる社会づくりに向け
た「見守りネットワーク」についての覚書を所沢警察署と締結しました。
 こどもや高齢者等の安全と安心を確保するため、相互に地域の安全に関する
情報の提供を行います。
　覚書締結にあたり、令和元年5月29日に所沢警察署にて調印式が行われました。

地域の方から

土日の朝や長期休みになると、
朝7時に「遊ぼう！」と訪ねてくる児童が
いて、「9時まで公園で遊んで待ってい
て！」と伝えているが、こういう対応で
本当に良いのか？と悩んでいる。

関係機関から

朝ごはんを食べずに
学校に来て、
空腹のまま過ごして
いる児童がいる。

柳瀬地区にはこども食堂がなく、柳瀬
地区民生委員・児童委員協議会として
も、「こども食堂」の立ち上げを考えて
いる。

CSWの元へ情報が
集まっていました
そこで...

所沢警察署と「見守りネットワーク」に関する覚書を締結しました

（左）所沢社協 本橋会長　（右）所沢警察署 近藤署長

なつやすみ いっしょに たべよ！
を実施しました
なつやすみ いっしょに たべよ！
を実施しました

ここを
活用して
欲しい

一人ひとりの学力や進路・目標に合わせて、指導しています。

楽しく、時には

笑いも交えて

福祉施設・団体、ボランティア等が飲食、物品販売、展示体験の
コーナーを出展します！ぜひ遊びに来てください！

福祉施設・団体、ボランティアと合同で、楽しい企画を検討中です！

認知症サポーター養成講座を開催しませんか？
　認知症になっても住みなれた地域で暮らしていくには周りの方々の理解が必要です。そのためには、認知症を正しく
理解し、対応の仕方を学ぶことが大切です。
　皆さんの住む地域を人に優しいまちにしたいとお考えの方はご連絡、ご相談ください。

日　程：令和元年11月5日（火）10時～11時30分（受付： 9時30分）
 令和2年 2 月5日（水）14時～15時30分（受付：13時30分）
 ※上記の2日間のどちらかご希望の日程をお申込みください。
場　所：所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1・2号
対　象：所沢市在住・在勤・在学の方 定　員：50名
参加費：無料 主　催：所沢市社会福祉協議会

住所：所沢市泉町1861-1 こどもと福祉の未来館3階
電話：04-2925-0041　FAX : 04-2925-3419
E-mail : 0041m@toko-shakyo.or.jp

地域福祉推進課
所沢市認知症サポーター養成事業事務局

申込み・問合せ

なつやすみの居場所として
使わせてもらえないか？

夏休み
以外でも
使って！

柳瀬まちづくり協議会福祉部会へ実施を提案

こどもだけで
なく、

大人も集まっ
た！

・柳瀬地区民生委員・
　児童委員協議会
・柳瀬地区地域福祉
　サポーター
・「思いで語りサロン」の
　スタッフ
・近隣の方たち

協力者が集まった！

長期休みに限定した居場所づくりの定着を目指し、
地域の方と相談して進めていきたいと考えています。

民児協・CSW
・

サポーター
民児協・CSW

・
サポーター

認知症サポーター養成講座 受講者募集認知症サポーター養成講座 受講者募集

オレンジリングが
目印です

【日時】 令和元年10月26日（土）、27日（日）10時～16時　　【場所】 所沢航空記念公園（ミューズ裏側）

CSWから、自宅での「思いで語りサロン」
立ち上げに関わった日向さんに交渉。

8月中旬から、
こどもたちが来るように！

「いっしょに遊ぼう！差し入れ持って
きたよ！」と、大人同士が知り合いに
なる良いきっかけにも。

令和元年10月93号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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次回、『ちゃお！』94号の発行は令和2年1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93号 令和元年10月発行

愛の福祉基金への寄付合計　887,263円
【個人】 （故）難波 洋子様、大舘 忠平様、匿名2名様
【企業・団体】 埼玉西武ライオンズ優勝パレード実行委員会様、
所沢東ロータリークラブ様、株式会社中央管財様、
フラワーヒル交友会様、障害者をバックアップする会様、
所沢市社交ダンス連盟様、所沢友和会様、居酒屋ひがし様、
柳瀬地区親睦チャリティゴルフ実行委員会様、
そごう・西武労働組合 所沢支部様、匿名1団体様

一般寄付合計（所沢社協の事業運営費として）　479,677円
【個人】 匿名1名様
【企業・団体】 株式会社システムネットワーク様、おたのしみくらぶ様、
株式会社ニュースター楽器様、所沢市身体障害者福祉会様、株式会社オフィス・サプライ様、
医療法人社団みずの会みずの内科クリニック様

こども未来基金への寄付合計　394,800円
【個人】畔栁 和子様、匿名3名様
【企業・団体】所沢文化フォーラム様、
新所沢東ロータリークラブ様、
フラ・ハーラウ・オ・プメハナ様

物品寄付
【個人】島田 美晴様
【企業・団体】明治神宮崇敬会様、
株式会社システムネットワーク様

「夏のボランティア体験2019 in 所沢」は、これまで
ボランティアをはじめる機会のなかった方たちの
ために、夏休みを中心にボランティア活動を「体験」し、
活動のきっかけづくりを行いました。

今年もこどもから大人まで192名の方に
お申込みいただき、延べ348名の方が
体験に参加しました。
受け入れについては市内38カ所の福祉
施設・ボランティア団体のご協力をいた
だきました。

まだ水に
慣れていない

こどもと水遊びを
しました。

所沢市立

かしの木学園で

こどもと
遊んでいる

様子

　ここに通っている子は障がいがあるので、配慮した
対応をしなくてはいけませんが、同じこどもなので
楽しいことは楽しい、嫌なことは嫌、とその子その子に
違いがあることがわかりました。
　障がいの程度によってできることやできないことがあ
るので、その子の最大限の能力を引き出しながら楽しん
でもらえるように、心がけました。
斎藤　和奏さん（高校2年生）

ボランティア体験に参加してみて

説明会で

ボランティアの

心構えを

学びました！

報告会では
ボランティア体験の

振り返りを
行いました。

ボランティアに関することは、

ボランティアセンター（電話：04-2925-0041）までお問い合わせください

寄付
報告

～みなさまの善意～
実際に体験！

じぶんの町を
良くするしくみ

【問合せ】 地域福祉推進課  電話：04-2925-0041

「赤い羽根共同募金運動」が始まりました！
今年も10月１日から「地域から孤立をなくす」をテーマに『赤い羽根共同募金運動』が全国一斉に始まっています。
みなさまから寄せられた募金は、ボランティア活動の支援や地域の居場所づくりなど、様々な地域福祉活動に配分される他、大規模災害への対応
にも配分されます。みなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

推進
期間 10月1日  3月31日

令和2年令和元年

（平成31年3月1日～令和元年8月31受付分）

※応募用紙は社協HPからもダウンロードできます。
※参考見本  平成31年度亥デザイン

募集締切

発表

令和元年11月29日（金）
※必着

令和元年12月中旬頃予定

応募・問合せ

賞及び副賞
（1）最優秀賞（1作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品
（2）優秀賞（2作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品

 選考方法  本会で選考し、最優秀賞をデザインとして採用
 します。
 応募方法  応募用紙に必要事項をご記入の上、持参、郵送
 またはFAXにてお送り下さい。

所沢市社会福祉協議会「会員証デザイン募集係」
所沢市泉町1861－1　所沢市こどもと福祉の未来館3階
（電話： 04-2925-0041　ＦＡＸ：04-2925-3419）

あなたのデザインが
シンボルマークに！
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リ
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リ

応募用紙【持参の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、ご持参ください。
【郵送の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、はがきの裏面に
 のり付けのうえ、ご郵送ください。

年　齢 応募回数 初めて／（　　）回目

氏　名
ふりがな

〒　　　　  -

住　所

電　話

才

令和2年の干支「子（ねずみ）」をモチーフに所沢社協
シンボルマークをデザインしてください。

令和2年度 所沢社協シンボルマーク

デザイン募集！

回 覧
所行回 第155号　令和元年10月1日

つながる

ひろがる

ふくしのわ

令和元年10月
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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。

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。
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