
7月 1月
第100号に
なります

所沢市社会福祉協議会の
シンボルマークです。

所沢　社協 検索

物品寄付 JAいるま野所沢女性部様、第一生命労働組合所沢営業職支部様、
株式会社ブリッジス様、ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、所沢市茶業協会様、いるま野農業協同組合様、
匿名1団体様
匿名5名様

企業・団体

個 人

愛の福祉基金への
寄付合計
662,883円

ウェルネス操体サークル様、株式会社中央管財様、居酒屋ひがし様、所沢地区更生保護女性会様、
小原流所沢支部様、西新井町馬頭観音様、所沢友和会様、所沢市茶道連盟様、牛沼小学校PTA資源回収様、
株式会社ベルク山口店お客様一同様、株式会社ベルク東所沢店お客様一同様
殿村信也様、匿名2名様

企業・団体

個 人

こども未来基金への
寄付合計
1,947,292円

ユニコム株式会社様、所沢地区遊技業防犯協力会様、所沢三田会様、株式会社所沢セレモニー様、匿名1団体様
山下秀夫様、井花京子様、中村徳子様、山江隆利様、中嶋稔様、 勝又陽一様、足立圭子様、外崎修汰様、
匿名18名様

企業・団体

個 人

個 人遺贈（遺言による寄付）
19,224,197円 故　唐澤様

社協への寄付合計
（社協・社協施設）
501,409円

所沢地区更生保護女性会中央支部様、ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、東所沢2丁目自治会様、
匿名1団体様
斉藤武司様、杉沢宏様、松崎政男様、梅田実様、匿名11名様

企業・団体

個 人

回覧
つ
な

がる
・ひろ

がる・ふくしの
わ 所沢社協だより

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、3ヶ月に1回発行しています。

令和3年4月1日

No.99
本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。

■ コロナに負けない　想いをこめたバトンをつなぐフードパントリー--------------- ①
■ 食料品配布から始まった「すずかめフードパントリー」---------------------------- ②
■ こんにちは！ボランティアセンターです★ --------------------------------------------- ③
■ 令和３年度はちゃお！を“２回”全戸配布します
　 寄付報告　みなさまの善意----------------------------------------------------------- ④

も

　く

　じ

14

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。

点字版・音訳版
もあります

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。社協だより「ちゃお！」第 99号 令和 3年 4月発行

次回、『ちゃお！』100号の発行は令和3年7月（全戸配布）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：東日印刷株式会社

※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】地域福祉推進課　TEL：04 -2925 - 0041　FAX：04 -2925 -3419

簡単
アクセス!

寄付報告～みなさまの善意～
　ご寄付をありがとうございました。支え合いのまちづくりの
ために大切に活用させていただきます。
　所沢社協では随時、寄付の受入れを行っています。お気軽に
お問い合わせください。

　所沢社協だより「ちゃお！」は、より多くの市民のみなさんのお手元に地域福祉情
報をお届けするため、今年度７月と１月に全戸配布を予定しています。市民のみなさ
んに役立つ情報をお届けしますので、楽しみにお待ちください。

フードパントリーは…
ひとり親家庭や生活に困っている方

に、

食料品を無償・低額で配布する活動
として、

地域のつながりの拠点となっています
。

コロ
ナに

コロ
ナに
負けな

い
負けな

いコロ
ナに

コロ
ナに
負けな

い
負けな

い
想いをこめたバトンをつなぐ想いをこめたバトンをつなぐ
フードパントリー！

地域のみなさんが、
必要なご家庭へ、

“食”を通じた応援をしています。
詳しくは２面をご覧ください。

お弁当を
　お持ちしました！
お弁当を
　お持ちしました！

こども
たちへ

 お渡し
します！こども
たちへ

 お渡し
します！

令和2年9月1日～令和3年2月28日受付分

令和３年度は

ちゃお！を“２回”全戸配布します！



助成金
情報 2助成金

情報 1

　市民大学ファーム*からの「農場で採れた野菜を必要としている人に渡せないか？」という思いと、ファームの
メンバーからの「地域の居場所づくりを始めたい、場所も提供したい」という提案から、所沢社協の「笑顔でごはん
フードパントリー」と連携をして、食料品配布とお弁当配布の取り組みが始まりました。まずはフードパントリーを
通して場所を知ってもらい、ゆくゆくはこの場所を活用した“地域のみんなの居場所”にしていく予定です。

陽子ファームさん・南永井の農家さんか
ら野菜の提供がありました！

お弁当は東所沢商店会から購入してい
ます。容器については商店会からご寄
付をいただいています。

令和 3年 4 月ー99 号令和 3 年 4 月ー99 号

2

災害ボランティアセンターミニ訓練を実施しました！

ボランティアセンターです★

3

所沢社協だより所沢社協だより

TEL：04-2925-0041　FAX：04-2925-3419　メール：0041m@toko-shakyo.or.jp
ホームページ：http://www.toko-shakyo.or.jp/sien/

　令和3年2月25日（木）所沢市こどもと福祉の未来館にお
いて社協職員による「災害ボランティアセンターミニ訓練」
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所沢社協が設置する
ものです。毎年1回、実地訓練を行っていまし
たが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症
による緊急事態宣言を受け、「災害ボランティ
アセンター市民スタッフ養成講座・実地訓練」
が中止となりました。
　そこで、社協職員のみで感染防止に配慮し、

スマートフォン等を用いて受付ができる「リモート受付」を
新たに試みるなど、小規模な訓練に形を変えて行いました。
　新しい生活様式にも対応した災害ボランティアセンター
運営のあり方を今後も検討していきます。

ボランティア活動者
※新型コロナウイルス感染症が補償の対象となりました。

福祉情報やボランティアに関する
情報を動画で配信しています。

随時、ボランティア募集や地域のイベント情報を
配信しています。メールとLINEは同じ内容です。

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行
われるサロンやイベント等の参加者（主催者を含む）

すずすず かめかめ

市民大学の「所沢の食と農業」のゼミ生を中心に集まったサークル。
市民大学の卒業生のほか、柳瀬地区の方も加わり、農作業を通じた交流を行っています。

食料品配布から始まった

将来のイメージ

令和
2年度

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！

応援します！
地域福祉活動助成事業の
お知らせ

こどもの居場所づくり
助成事業のお知らせ

共同募金の配分金を活用し、地域福
祉活動を資金面から支援します。地
域でのサロン活動や配食活動、単発
の交流会などが対象です。

こども未来基金を活用し、こどもの
居場所づくりを資金面から支援しま
す。こども食堂や学習支援などが
対象です。

【問い合わせ】ボランティアセンター

ボランティア保険をご活用くださいボランティア保険をご活用ください

YouTubeLINE

ボランティア活動保険 ボランティア行事用保険

LINE配信
登録用QR

メール
メール配信
登録用QR

YouTube配信
登録用QR

フードパントリー！フードパントリー！

*市民大学ファーム…

“地域の居場所”にしたい！“地域の居場所”にしたい！

地域のみなさんと取り組んでいます地域のみなさんと取り組んでいます
　所沢の自然と農業、ところざわ倶楽部、柳瀬地区地域づくり協議会
地域福祉部会、趣旨に賛同した地元の方々、柳瀬地区民生委員・
児童委員協議会、地域福祉サポーター、柳瀬地域包括支援センター、
埼玉県子どもの居場所づくりアドバイザーなど、地域の様々な方が
協力しています。

補償の
対　象

補償の
対　象

ボランティアや福祉に関する情報配信はこちらから チャンネル登録
よろしくお願いします！

柳瀬地区
こんにち

は！
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フードパントリー！

地域のみなさんが、
必要なご家庭へ、

“食”を通じた応援をしています。
詳しくは２面をご覧ください。

お弁当を
　お持ちしました！
お弁当を
　お持ちしました！

こども
たちへ

 お渡し
します！こども
たちへ

 お渡し
します！

令和2年9月1日～令和3年2月28日受付分

令和３年度は

ちゃお！を“２回”全戸配布します！


