
物品寄付   【企業・団体】第一生命所沢支部
営業職支部様・ヤマザキ製パン従業員組合
埼玉支部様

こども未来基金への寄付合計 ５２６,１５４円
【企業・団体】所沢文化フォーラム様・
所沢地区遊技業防犯協力会様・
ヤマザキ製パン従業員組合 埼玉支部様
【個人】外崎 修汰様・匿名2名様

社協への寄付合計 177,958円
【企業・団体】津軽三味線上演実行委員会様・
生涯学習をすすめる所沢市民会議様・
明るい社会づくりの会様
【個人】斎藤 武司様・匿名4名様

次回、『ちゃお！』96号の発行は令和2年7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95号 令和２年４月発行

寄付
報告

～みなさまの善意～

（令和元年12月1日～2年2月28日受付分）

　2020年はオリンピックの年。イタリア選手団が

所沢を訪れるにあたって、所沢市内在住・在学の高

校生が、7月18日に小手指駅周辺の地域を盛り上

げるためのイベントを企画しています。

　1月から始まったプロジェクトは、高校生が自由

な発想で意見を出し合い、取り組みたい企画など

を話し合っています。大学生は進行の手伝い、大人

は高校生の企画を見守りながら、プロジェクトの応

援をしています。

愛の福祉基金への寄付合計 1,274,941円
【企業・団体】新所沢東地区文化祭実行委員会様・医療生協さいたま三ヶ島支部様・三ヶ島山草会様・さくら草様・
更生保護女性会三ヶ島支部様・モリタン会様・地域福祉サロン・リンク様・みんなボランティアほっとほっと様・
三ヶ島第一地区民生委員・児童委員協議会様・トリプルナインみんなの家様・うきうきサロン様・所沢友和会様・
株式会社 中央管財様・所沢市茶道連盟様・農業祭実行委員会様・西新井馬頭観音様・牛沼小学校PTA資源回収様・
久米下組町内会様・武州ガス株式会社様・吾妻婦人会様・所沢市の幼児教育の未来を考える会様・
南陵中学校 愛校会様・自然を楽しむ会様・山口三井長生クラブ様・所沢市フォークダンス連盟様・
防衛医科大学校 並木祭チャリティバザー様・株式会社ベルク東所沢店お客様一同様・
株式会社ベルク山口店お客様一同様・さいしん友の会様・匿名2団体様

みなさまのご協力、ありがとうございました。

所沢社協だより｢ちゃお！」第96号（7月発行）は所沢社協だより｢ちゃお！」第96号（7月発行）は
全戸配布になります！全戸配布になります！

　より多くの市民の皆様のお手元に地域福祉情報をお届けするために、
「ちゃお！」第96号（令和2年7月発行）は全戸配布を予定しています。
　また、第96号発行に向けて、有料広告（1枠5万円）を募集します。地元
企業・事業所様等の地域貢献活動としても是非ご協力をお願いします。募集
期間は5月15日（金）までです。詳細は本会HPまたは企画総務課までお問い
合わせください。

TEL：04-2926-8202　
FAX：04-2925-3419
メール：8202t@toko-shakyo.or.jp

問い合わせ 企画総務課

　このプロジェクトは子ども地域ネットワーク

所沢の副代表  清水氏が呼びかけ人となって

取り組んでいます。

　「学生は一人の主体者として活躍できる力

を持っており、その機会があればいつでも発

揮できる。そんな学生たちの可能性を広げて

いきたい。その可能性を信じてくれる大人が

増えてほしい」という清水氏の思いから、今回

の企画へと繋がったとのことです。

　今後は自治会をはじめとする地域の団体・

企業にも協力を得ながら進めていくことにな

ります。

一般寄付 所沢市愛の福祉基金 所沢市こども未来基金
寄付に関する相談や詳細については、企画総務課までお問い合わせください。

支え合いの地域を
つくるために 本会では、各種寄付の受入れを行っています。

ご支援をお願いいたします！

社協の活動や
CSWの
活動を応援
したい！

社協の活動や
CSWの
活動を応援
したい！

ボランティアの
取り組みや
成年後見の活動を
応援したい！

ボランティアの
取り組みや
成年後見の活動を
応援したい！

こどもの
居場所づくり、
こども食堂の
応援をしたい！

こどもの
居場所づくり、
こども食堂の
応援をしたい！

本会への寄付は寄付控除の対象となります。
詳しくは、最寄りの税務署にご相談ください。【問い合わせ】企画総務課　TEL : 04-2926-8202　FAX : 04-2925-3419

市内にある２校の高校生が学校の
垣根を越えて参加しています。

３つのグループに
分かれて活発な
意見を出し合っ
ています。

とこ
ろざ
わ ま

ちづくり
プロジェクト

とこ
ろざ
わ ま

ちづくり
プロジェクト

高校生が
主役！

回 覧
所行回 第3号　令和２年４月1日

つながる

ひろがる

ふくしのわ

令和２年４月

No.95

この情報紙は、3ヶ月に1回発行しています。

◆ 高校生が主役！ ～ところざわ まちづくりプロジェクト～........................ 1
◆ ここにいます！CSW！（松井地区）／“こどもの居場所”が広がっています！....... 2
◆ こんにちは！ボランティアセンターです★ ............................................... 3
◆ 所沢社協だより「ちゃお！」令和2年7月号は全戸配布になります！／
　 支え合いの地域をつくるためにご支援をお願いいたします！／
　 寄付報告　みなさまの善意..................................................................... 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。
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松井地区社協では…

ボランティア情報配信はこちらから
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

URL：https://chiiki-kaigo.casio.jp/tokorozawa

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

松井

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。

　1月25日（土）に松井まちづくりセンターで、松井地区社会福祉協議会
（以下、松井地区社協）主催の「まつい福祉体験講習会」が開催されました。

　今回で3回目となるこの講習会では、81名が参加し、
聴覚に障がいのある方からの講話を聴いた後、「車いす」
「高齢者」「筆談」「手話」「点字」の各体験を行いました。
　今後も松井地区社協では、身近な場所での福祉体験
の機会を設けていく予定です。

　２月２０日（木）、こどもの居場所情報交換会を開催しました。
　県内のこどもの居場所の状況報告と、市内で活動している団体の活
動報告を行い、現在活動中の団体の方や新たに立ち上げを検討してい
る方が顔を合わせて情報交換を行いました。
　参加した多くの方が、こどもの居場所づくりに対して持っていた不安
や疑問を共有しつつ、自分たちができることや、活動の必要性を改めて
認識することができました。

トコまっぷもご活用ください！トコまっぷもご活用ください！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！

「地域のみなさんに、身近な場所で
    気軽に福祉の体験をしてほしい！」

「体験することで
“障がい”の見方が変わった」

「自分でも使う時が来ると思うので、ためになった」

「体験しながら、

皆さんと交流が

できて良かった」

7月下旬～8月下旬 学校の夏休み期間を実施期間とし、こどもから大人まで、ボランティア
活動を｢体験｣できます！これまでボランティアを始める機会が無かっ
た方もぜひご参加ください！

申込みは7月中旬頃から
開始予定です

12月5日（土）・
6日（日）の2日間

身近な地域で起きている問題などに“気づき”、その解決に向けて社協
と一緒に取り組みながら、地域のことを考えていく人を養成します！

1月頃予定 所沢市内で大きな災害が発生した際に設置される「災害ボランティア
センター」の運営スタッフとして協力してくださる方を養成します。

夏のボランティア体験2020

　in 所沢

夏のボランティア体験2020

　in 所沢

地域福祉サポーター

養成講座

地域福祉サポーター

養成講座

災害ボランティアセンター

市民スタッフ養成講座

災害ボランティアセンター

市民スタッフ養成講座

地域福祉みらいフォーラム地域福祉みらいフォーラム
時期未定
（参考：例年は2月頃開催）

誰もが参加できる支え合いのまちづくりをすすめるための、地域での
つながりづくりや活動を学べるイベントです。

タイトル 時　期 内　容

ボランティア保険のご案内

活動する方が加入できる保険やサロン
やイベント等の参加者にも適用される
保険があります。ぜひご活用ください！

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

「所沢市地域資源情報サイト  トコまっぷ」を令和元年１０月から公
開しています。お住まいの近くの活動やサービスを探す際にご活
用ください。インターネットにて、「トコまっぷ」で検索
できます。

ボランティアに関することは、お気軽にボランティアセンターへご相談ください！ボランティアに関することは、お気軽にボランティアセンターへご相談ください！

新しい季節になりました！
ボランティアしてみませんか！
新しい季節になりました！
ボランティアしてみませんか？

【問い合わせ】TEL：04-2925-0041　FAX：04-2925-3419　メール：0041m@toko-shakyo.or.jp

春だ！ボランティアデビューしちゃおう！

QRコードはこちらから

tokoshakyo-vcinfo@fl20.asp.cuenote.jp

※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。

ボランティア保険をご存知ですか？

2020
年間予

定

「災害ボランティアセンター実地訓練」「災害ボランティアセンター実地訓練」令和

元年度
令和

元年度

登録完了

を実施しました

埼玉県子ども食堂

ネットワーク代表・

さいたま子ども食堂代表の

本間 香氏の発表の様子

埼玉県子ども食堂

ネットワーク代表・

さいたま子ども食堂代表の

本間 香氏の発表の様子

とこ地区『寺子屋』

学習ひろばの

活動発表の様子

とこ地区『寺子屋』

学習ひろばの

活動発表の様子

“こどもの居場所”が広がっています！

　1月18日（土）に所沢市こどもと福祉の未来館・体育館で「災害ボランティアセンター実地
訓練」を実施しました。

　　「災害ボランティアセンター」は、市内で大規模災害が発生した際、所沢市
地域防災計画に基づき社協が設置するもので、毎年1回、実地訓練を行っ
ています。
　　当日は、市民スタッフや社協職員の計53名参加のもと、平成27年の
関東・東北豪雨災害で甚大な被害を受けた茨城県常総市にて「災害ボ
ランティアセンター」のセンター長を務めた滝本 栄氏を講師に迎え、

「災害ボランティアの受付」「被災者からの支援依頼受付」「災害ボラ
ンティアと被災者とのマッチング作業」等の演習を行いました。
　所沢社協では、大規模災害に備えて、今後も訓練の実施や関係機
関との連携強化を進めていきます。

車いす体験点字体験

手話体験

松井地区の自治連合会や地域福祉に関わる団体・個人、
松井地区CSWが参加し、地区の福祉増進を目的に「松井ちょこっと相談」や
「サロン助成事業」等、様々な取り組みを行っています。

【問い合わせ】松井まちづくりセンター TEL：04-2994-1259
　　　　　　松井地区担当CSW　　 TEL：070-2173-0221CSW

こんにちは！ ボランティアセンターです★

令和２年４月95号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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松井地区社協では…

ボランティア情報配信はこちらから
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

URL：https://chiiki-kaigo.casio.jp/tokorozawa

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

松井

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。

　1月25日（土）に松井まちづくりセンターで、松井地区社会福祉協議会
（以下、松井地区社協）主催の「まつい福祉体験講習会」が開催されました。

　今回で3回目となるこの講習会では、81名が参加し、
聴覚に障がいのある方からの講話を聴いた後、「車いす」
「高齢者」「筆談」「手話」「点字」の各体験を行いました。
　今後も松井地区社協では、身近な場所での福祉体験
の機会を設けていく予定です。

　２月２０日（木）、こどもの居場所情報交換会を開催しました。
　県内のこどもの居場所の状況報告と、市内で活動している団体の活
動報告を行い、現在活動中の団体の方や新たに立ち上げを検討してい
る方が顔を合わせて情報交換を行いました。
　参加した多くの方が、こどもの居場所づくりに対して持っていた不安
や疑問を共有しつつ、自分たちができることや、活動の必要性を改めて
認識することができました。

トコまっぷもご活用ください！トコまっぷもご活用ください！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！

「地域のみなさんに、身近な場所で
    気軽に福祉の体験をしてほしい！」

「体験することで
“障がい”の見方が変わった」

「自分でも使う時が来ると思うので、ためになった」

「体験しながら、

皆さんと交流が

できて良かった」

7月下旬～8月下旬 学校の夏休み期間を実施期間とし、こどもから大人まで、ボランティア
活動を｢体験｣できます！これまでボランティアを始める機会が無かっ
た方もぜひご参加ください！

申込みは7月中旬頃から
開始予定です

12月5日（土）・
6日（日）の2日間

身近な地域で起きている問題などに“気づき”、その解決に向けて社協
と一緒に取り組みながら、地域のことを考えていく人を養成します！

1月頃予定 所沢市内で大きな災害が発生した際に設置される「災害ボランティア
センター」の運営スタッフとして協力してくださる方を養成します。

夏のボランティア体験2020

　in 所沢

夏のボランティア体験2020

　in 所沢

地域福祉サポーター

養成講座

地域福祉サポーター

養成講座

災害ボランティアセンター

市民スタッフ養成講座

災害ボランティアセンター

市民スタッフ養成講座

地域福祉みらいフォーラム地域福祉みらいフォーラム
時期未定
（参考：例年は2月頃開催）

誰もが参加できる支え合いのまちづくりをすすめるための、地域での
つながりづくりや活動を学べるイベントです。

タイトル 時　期 内　容

ボランティア保険のご案内

活動する方が加入できる保険やサロン
やイベント等の参加者にも適用される
保険があります。ぜひご活用ください！

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

「所沢市地域資源情報サイト  トコまっぷ」を令和元年１０月から公
開しています。お住まいの近くの活動やサービスを探す際にご活
用ください。インターネットにて、「トコまっぷ」で検索
できます。

ボランティアに関することは、お気軽にボランティアセンターへご相談ください！ボランティアに関することは、お気軽にボランティアセンターへご相談ください！

新しい季節になりました！
ボランティアしてみませんか！
新しい季節になりました！
ボランティアしてみませんか？

【問い合わせ】TEL：04-2925-0041　FAX：04-2925-3419　メール：0041m@toko-shakyo.or.jp

春だ！ボランティアデビューしちゃおう！

QRコードはこちらから

tokoshakyo-vcinfo@fl20.asp.cuenote.jp

※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。

ボランティア保険をご存知ですか？
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“こどもの居場所”が広がっています！

　1月18日（土）に所沢市こどもと福祉の未来館・体育館で「災害ボランティアセンター実地
訓練」を実施しました。

　　「災害ボランティアセンター」は、市内で大規模災害が発生した際、所沢市
地域防災計画に基づき社協が設置するもので、毎年1回、実地訓練を行っ
ています。
　　当日は、市民スタッフや社協職員の計53名参加のもと、平成27年の
関東・東北豪雨災害で甚大な被害を受けた茨城県常総市にて「災害ボ
ランティアセンター」のセンター長を務めた滝本 栄氏を講師に迎え、

「災害ボランティアの受付」「被災者からの支援依頼受付」「災害ボラ
ンティアと被災者とのマッチング作業」等の演習を行いました。
　所沢社協では、大規模災害に備えて、今後も訓練の実施や関係機
関との連携強化を進めていきます。

車いす体験点字体験

手話体験

松井地区の自治連合会や地域福祉に関わる団体・個人、
松井地区CSWが参加し、地区の福祉増進を目的に「松井ちょこっと相談」や
「サロン助成事業」等、様々な取り組みを行っています。

【問い合わせ】松井まちづくりセンター TEL：04-2994-1259
　　　　　　松井地区担当CSW　　 TEL：070-2173-0221CSW

こんにちは！ ボランティアセンターです★

令和２年４月95号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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物品寄付   【企業・団体】第一生命所沢支部
営業職支部様・ヤマザキ製パン従業員組合
埼玉支部様

こども未来基金への寄付合計 ５２６,１５４円
【企業・団体】所沢文化フォーラム様・
所沢地区遊技業防犯協力会様・
ヤマザキ製パン従業員組合 埼玉支部様
【個人】外崎 修汰様・匿名2名様

社協への寄付合計 177,958円
【企業・団体】津軽三味線上演実行委員会様・
生涯学習をすすめる所沢市民会議様・
明るい社会づくりの会様
【個人】斎藤 武司様・匿名4名様

次回、『ちゃお！』96号の発行は令和2年7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95号 令和２年４月発行

寄付
報告

～みなさまの善意～

（令和元年12月1日～2年2月28日受付分）

　2020年はオリンピックの年。イタリア選手団が

所沢を訪れるにあたって、所沢市内在住・在学の高

校生が、7月18日に小手指駅周辺の地域を盛り上

げるためのイベントを企画しています。

　1月から始まったプロジェクトは、高校生が自由

な発想で意見を出し合い、取り組みたい企画など

を話し合っています。大学生は進行の手伝い、大人

は高校生の企画を見守りながら、プロジェクトの応

援をしています。

愛の福祉基金への寄付合計 1,274,941円
【企業・団体】新所沢東地区文化祭実行委員会様・医療生協さいたま三ヶ島支部様・三ヶ島山草会様・さくら草様・
更生保護女性会三ヶ島支部様・モリタン会様・地域福祉サロン・リンク様・みんなボランティアほっとほっと様・
三ヶ島第一地区民生委員・児童委員協議会様・トリプルナインみんなの家様・うきうきサロン様・所沢友和会様・
株式会社 中央管財様・所沢市茶道連盟様・農業祭実行委員会様・西新井馬頭観音様・牛沼小学校PTA資源回収様・
久米下組町内会様・武州ガス株式会社様・吾妻婦人会様・所沢市の幼児教育の未来を考える会様・
南陵中学校 愛校会様・自然を楽しむ会様・山口三井長生クラブ様・所沢市フォークダンス連盟様・
防衛医科大学校 並木祭チャリティバザー様・株式会社ベルク東所沢店お客様一同様・
株式会社ベルク山口店お客様一同様・さいしん友の会様・匿名2団体様

みなさまのご協力、ありがとうございました。

所沢社協だより｢ちゃお！」第96号（7月発行）は所沢社協だより｢ちゃお！」第96号（7月発行）は
全戸配布になります！全戸配布になります！

　より多くの市民の皆様のお手元に地域福祉情報をお届けするために、
「ちゃお！」第96号（令和2年7月発行）は全戸配布を予定しています。
　また、第96号発行に向けて、有料広告（1枠5万円）を募集します。地元
企業・事業所様等の地域貢献活動としても是非ご協力をお願いします。募集
期間は5月15日（金）までです。詳細は本会HPまたは企画総務課までお問い
合わせください。

TEL：04-2926-8202　
FAX：04-2925-3419
メール：8202t@toko-shakyo.or.jp

問い合わせ 企画総務課

　このプロジェクトは子ども地域ネットワーク

所沢の副代表  清水氏が呼びかけ人となって

取り組んでいます。

　「学生は一人の主体者として活躍できる力

を持っており、その機会があればいつでも発

揮できる。そんな学生たちの可能性を広げて

いきたい。その可能性を信じてくれる大人が

増えてほしい」という清水氏の思いから、今回

の企画へと繋がったとのことです。

　今後は自治会をはじめとする地域の団体・

企業にも協力を得ながら進めていくことにな

ります。

一般寄付 所沢市愛の福祉基金 所沢市こども未来基金
寄付に関する相談や詳細については、企画総務課までお問い合わせください。

支え合いの地域を
つくるために 本会では、各種寄付の受入れを行っています。

ご支援をお願いいたします！

社協の活動や
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したい！
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したい！

ボランティアの
取り組みや
成年後見の活動を
応援したい！

ボランティアの
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こどもの
居場所づくり、
こども食堂の
応援をしたい！

こどもの
居場所づくり、
こども食堂の
応援をしたい！

本会への寄付は寄付控除の対象となります。
詳しくは、最寄りの税務署にご相談ください。【問い合わせ】企画総務課　TEL : 04-2926-8202　FAX : 04-2925-3419

市内にある２校の高校生が学校の
垣根を越えて参加しています。

３つのグループに
分かれて活発な
意見を出し合っ
ています。
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この情報紙は、3ヶ月に1回発行しています。
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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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