
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

次回、『ちゃお！』102号の発行は令和4年4月上旬（行政回覧）を予定しています。
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農作業後の様子
左・右 : 所沢市立きぼうの園の利用者　中央：市川農園の市川さん

「ちゃお！」とは…
お は よう、こ ん にち は、
さようならを兼ねるイタ
リ ア の 挨 拶 語（ciao）。
気 軽 に 声をか けあえる
地域福祉を目指します。

No.101
令和4年1月1日

所沢市社会福祉協議会のシンボルマークです。

つ な が る ・ ひ ろ が る ・ ふ く し の わ

もが
誰自分らしく輝けるまちづくり

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内容を変更する場合があります。
所沢社協ホームページや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。

特集

ちゃお！

里いも収穫の様子

里いもは子孫繁栄の縁起物として知られています。

1



インタビューしました

2020年に特例子会社「株式会社角川クラフト」が東所沢にオープン
しました!!
「障がい」という枠にとらわれずに「ひとりの社会人」としてその人の
個性を大切にしています。
いま「株式会社角川クラフト」では、コーヒー豆の選別、焙煎、販売を

行っています。

「一番大切なのは、自分で考えて動くこと」指示されたことをやるだけじゃ、面白くないですよね。「今日はお客さんが
何人来て、何がどれくらい売れた」という目に見える成果を知ることで、自分が必要とされているという実感をもつこと
ができる。「将来、自分の店を持ちたい！」という方が出てきたらいいな、と思っています。
▶��「社員の成長が何より」と最高の笑みで話してくれる河田さん・・社員の皆さんも河田さんに見守られて、やる気に満ち
ています!!

特集

〜障がいのある方の

誰 くしら分もが自もにすマークとは？

特例子会社とは？

「障害者雇用の
促進」や「雇用の
安定」に関する取
り組みが優良な中
小企業を認定する
ためのものです。
「共に進む（と
もにすすむ）」と

いう言葉に由来し、企業と障がい者
が共に明るい未
来や社会に進ん
でいくことを期
待し、名付けら
れました。

障がい者雇用の促進を図るため、
障がい者の特性に合わせて特別な配
慮を行う子会社のことです。

株式会社角川クラフト

ワン
ポイント

1
豆知識

ワン
ポイント

2
豆知識

雇用と福祉をつなぐために、関係する機関を中心にこんな取り組みもしています！

企業で働きたい！と思ったら…

「西武所沢Ｓ・Ｃ」の8階にて、市内福祉事業所に
て制作した自主製品を販売するプロジェクトです。
各事業所では様々な自主生産品の製作に取り

組んでおり、個性のある商品が多数展示・販売さ
れています。
▶��令和3年度は新
型コロナウィル
ス感染対策の
為、中止となり
ます

株式会社角川クラフト
取締役 （写真右）河田　聡さん

所沢市からの委託を受けて所沢社協が運営する「ところざわ就労支援センター」では、障がいのある方が企業で働くために必要な相談を行っ
ています。ご本人と企業との間に入り、長く企業で働けるように双方の相談を受けて一緒に考え、対応します（※就職の斡旋は基本的には行い
ません）。お気軽にご連絡ください。

04-2923-4780FAX04-2921-9200TEL問い合わせ ところざわ就労支援センター

特例子会社

ネットワークづくり

自立支援協議会しごと部会

所沢市内の就労関連の福祉サービス
事業所等が集まり、障がいがある方の

「働くこと」について、各々の立場から
意見を出し合っています。

福祉サービス利用者の
工賃向上

ぷらっとまーけっと

就労継続支援B型事業所で製作した自主生
産品や飲食物を、「所沢市こどもと福祉の未
来館」にて販売するプロジェクトを行ってい
ます。

企業との連携

手しごと展

所沢社協では、「市民が一緒につくる！健やかに自分らしく暮らせる支え合う 心やさしいまち」を目指し、共生社会の実現に向けて、取り組んでいます。
　　その取り組みの一例として、企業や施設と連携して、障がいのある方の 「やりがいのある仕事に就きたい」「自分の個性を活かしたい」といった
　　　　　　　　　　　　　　　気持ちに寄り添いながら、一緒に考えてい けるように就労をサポートしています。
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新年明けましておめでとうございます。
市民の皆さまにおかれましては、希望に満ち
た輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び
申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、日常生活が一変し、休職や失職のため経
済的に困窮される世帯も少なくありませんでし

た。所沢社協でも、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付の相談
受付のほか、つながりを絶やさないために、こども食堂等と連携し

たフードパントリーを実施するなど、コロナ禍の取り組みをすすめ
てまいりました。
さて、本号では「誰もが自分らしく輝けるまちづくり」と題し、「障

がいのある方の多様な働き方」を特集として取り上げております。
所沢社協では関係団体・機関等の皆さまとの連携を進め、障がいの
ある方の就労を支援していきたいと考えております。
結びにあたり、「健やかに自分らしく暮らせる支え合

う心やさしいまち」の実現に向け、より一層のご支援・
ご協力を心からお願い申し上げますと共に、皆様方に
とりまして、この一年が幸多き年になりますように心
からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

インタビューしました

インタビューしました インタビューしました

「所沢市こどもと福祉の未来館」1階にある事業所です。「どんなことも　まず
はやって

●

み
●

る
●

」がお店のモットーです。（このやっテミるがテミカフェの由来です。）
従業員のみなさんも元気で明るく、とても利用しやすいお店です。障がい

のある方も自分の作業分担をしっかりと責任をもって取り組んでいます。

所沢市の指定管理契約により所沢社協が運営しています。利用
者のご希望に沿った作業活動を通じて利用者の作業意欲を高め、
社会参加を促進します。
自主生産品の製作や販売・清掃業務・資源回収等のほか、市川農

園の協力により、農作業にも取り組み始めました。
今年度に入り、新しくジャムの加工品の販売も取り組み「所沢市

観光情報・物産館YOT-TOKO（よっとこ）」にて行っています。

所沢市からの委託を受けて、所沢社協が運営する
「所沢市基幹相談支援センター」は、障がいの種別
や年齢に関わらず、福祉サービスの利用方法や手続
きの仕方等、自立した生活に必要な相談を総合的に
行う窓口です。
相談内容に応じて必要な関係機関への連絡調整も

行います。

「パンを買いに来てくれる人のために並べ方
を考えるのが楽しい!!」「工賃で好きな乗り物の
本を買っています」「コロナが落ち着いたら次
のステップに挑戦したいです。」

ネギの袋詰めが
大好きです。
作業はまだ2回目

です。

夏はとても暑くて大変です
が、収穫や袋詰めが好きで
楽しいです。もっと仕事をし
たいです。

多様な働き方〜
りくづちまるけ輝

就労継続支援B型とは？

一般企業等での就労が困難
な人に、働く場を提供するとと
もに、知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行う事業です。生
産に応じて「工賃」が支払われます。

bakeryカフェ「テミカフェ」

所沢市立きぼうの園

ワン
ポイント

豆知識

3

福祉サービスを利用したい
と思ったら…

就労継続支援B型事業所

04-2923-4780FAX04-2929-1705TEL
問い合わせ 所沢市基幹相談支援センター

就労継続支援B型事業所

テミカフェ店内の様子

年頭のごあいさつ

▲�加工品の野菜ジャム
「Scoop（スコップ）」
　左：さといも�右：にんじん

所沢市社会福祉協議会
会長 本橋 栄三

所沢社協では、「市民が一緒につくる！健やかに自分らしく暮らせる支え合う 心やさしいまち」を目指し、共生社会の実現に向けて、取り組んでいます。
　　その取り組みの一例として、企業や施設と連携して、障がいのある方の 「やりがいのある仕事に就きたい」「自分の個性を活かしたい」といった
　　　　　　　　　　　　　　　気持ちに寄り添いながら、一緒に考えてい けるように就労をサポートしています。
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塾に通えず自分の進路に悩

んでいるこどもたちがいま

す。大学生や教員OB 等、

ボランティアで

学習のサポート

をしています。

経済的にお困りのこどもの
いるご家庭にレトルト食品
や缶詰などの食料品を配布
するとともに、お困りごとを
お聞きして、必要
な制度を紹介しま
す。

「親の帰りが遅いからいつも
一人で食べている」、「コンビ
ニのご飯ばかり」そんなこ
どもたちに無料もしくは低
額で温かい食
事を提供して
います。

ボランティアスタッフの見守りの中、こどもたちが自由にのびのびと過ごせるスペースです。過ごし方は自由。気になることを
気軽に相談で
きます。

▲フードパントリー

　のお弁当の一例
▲赤ちゃんと
��お母さんの集い

No. 名 称 地区 種 別
1 金山食堂だれでもランチ会 所沢 多世代型食堂
2 桂の食卓～桂ん家～ 所沢 こども食堂、フードパントリー
3 増田さんち 所沢 こども食堂、フードパントリー
4 とこパン 所沢 フードパントリー
5 ひまわりフードパントリー 所沢 フードパントリー
6 ひまわり学童 所沢 こども食堂
7 とこ地区「寺子屋」学習ひろば 所沢 学習支援
8 特定非営利法人所沢元気塾 松井 こども食堂、フードパントリー
9 こどもカフェ 松井 居場所
10 ところざわこども食堂 松井 こども食堂
11 学習ひろば（ウェルシアハウス：小学生のみ） 松井 学習支援
12 青少年多文化にほんご教室 松井 学習支援

13 地域内に一人ぼっちを創らない 松井 パントリー、学習支援、プレイ
パーク、居場所

14 さんとめキララ 富岡 多世代型食堂
15 sakuraシークレットベース 小手指 居場所
16 ほうかごkotera 小手指 居場所
17 きみの居場所 小手指 居場所
18 とこパン上新井　ぽかぽか広場 小手指 フードパントリー
19 とこぱん「やまぐち」 山口 フードパントリー
20 つばきのわ 山口 居場所、フードパントリー
21 SAVE AREA 山口 こども食堂
22 おCHAっ子☆きたあきつ 吾妻 居場所
23 北秋津こども食堂「とんぼハウス」 吾妻 こども食堂、フードパントリー

No. 名 称 地区 種 別
24 コミュニティ広場すずかめ 柳瀬 こども食堂、フードパントリー
25 柳瀬日本語教室の会 柳瀬 学習支援
26 やなパン 柳瀬 フードパントリー
27 三ヶ島第9区　こども広場 三ケ島 居場所
28 みかじま食堂 三ケ島 こども食堂
29 空ちゃん和ケ原 三ケ島 居場所
30 こども食堂『コミュニティーキッチン』 三ケ島 こども食堂
31 ニコニコフードパントリー 三ケ島 フードパントリー
32 レッツ・スタディ 三ケ島 学習支援
33 木もれび「学習ひろば」 三ケ島 学習支援
34 子どもの居場所（三ケ島12区） 三ケ島 学習支援
35 しんところ広場「なないろ」 新所沢 居場所
36 わーくぽけっとこども食堂 新所沢 こども食堂
37 青少年多文化にほんご教室 新所沢 学習支援
38 学習ひろば（新所沢東まちセン） 新所沢東 学習支援
39 学習ひろば（美原町会館） 新所沢東 学習支援
40 ひだまり２丁目３番地 並木 居場所・多世代型食堂
41 ぽかぽか広場並木８丁目 並木 こども食堂、フードパントリー
42 みんなのおうち 並木 こども食堂
43 ニジハレ食堂 並木 多世代型食堂
44 ぽかぽかスカイ103 並木 多世代型食堂
45 所沢みんなの食堂ぬくもり − こども食堂

※今回の情報は令和3年11月末現在、所沢社協が把握しているものであり、市内で
実施されている活動のすべてを掲載しているわけではありません。
また、非公開での活動、コロナ禍で休止している活動もあります。連絡先等の
詳細についてはお問い合わせください。

04-2923-4780FAX04-2968-3960TEL

問い合わせ 相談支援課（所沢市あったかサポートセンター）
04-2925-3419FAX04-2926-8202TEL

問い合わせ 企画総務課

04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL
問い合わせ 地域福祉推進課

居場所・プレイパークとは… 学習支援とは…
こども食堂とは… フードパントリーとは…

こども支援の実施状況一覧

フードドライブ事業
食料品の寄付を募集しています。

ご寄付のお願い
こどもや高齢者、障がい者福祉の推進に活用します！

●受付窓口：福祉の相談窓口（所沢市こどもと福祉の未来館１階）
●ご提供いただきたい食品：お米、インスタント食品、缶詰、レトルト食品、粉ミルク
●生活用品：洗剤、トイレットペーパー、こども用おむつ、生理用品等
●注意事項：未開封で賞味期限が2ヶ月以上のもの、お米は精米して3か月以内のもの

●所沢市こども未来基金
こどもの福祉推進に関する事業に活用します。

●所沢市愛の福祉基金
高齢者福祉、障がい児（者）福祉、ボランティア活動
振興事業等、必要な活動に活用します。

●一般寄付金
所沢社協の事業運営に活用します。

コロナ禍で影響を受けた方から、さまざまなご相談を
お受けする中で、経済的な問題から「食」への不安を抱え
るご家庭への支援が必要となっています。
「フードドライブ」は、食品ロスの削減とともに、生活
困窮世帯への支援を行うことを目的に実施し、「もったい
ない」を「ありがとう」の気持ちに変えています。

所沢社協が行う事業は、市民の皆さまからの寄
付金が主要な財源となっています。お寄せいただ
いた寄付金は、市内の様々な地域福祉活動に大切
に活用させていただきます。

「家」や「学校」のほかに、

自分が自分らしくいられる「居場所」
コロナ禍で生活に困窮する家庭が増え、こどもたちに影響をあたえています。

所沢社協は、こどもの居場所運営を応援しています！ぜひ、お近くの居場所を親子で訪ねてみませんか？
新型コロナウイルス感染状況によっては開催を見合わせているところもありますので、詳しくは、お問い合わせください。
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ここに
います！

C こまったときの S そうだんは Wわたしたちへ!

地 区 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

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

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

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

富岡
何でも相談会
富岡まちづくりセンター

第1、第３木曜日
10：00～ 12：00

並木
よろず相談会
サロン幸福亭ぐるり

毎週月曜日
13：30～ 15：30

並木
よろず相談会
スカイマンションA棟 103

毎週水曜日
13：30～ 15：30

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

小手指
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

※ちゃお！100号のクイズの答え：ウィズプラン（平仮名も可）

04-2925-3419FAX
04-2925-0041TEL

問い合わせ 地域福祉推進課

04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL問い合わせ・申込み 地域福祉推進課

04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL

問い合わせ 地域福祉推進課

災 害 に 強 い ま ち“ と こ ろ ざ わ ” だ か ら こ そ、 備 え は し っ か り と

所沢市内で大規模災害が発生した際に「所沢市災害ボランティアセンター」

の運営スタッフとして活動を行う災害ボランティアセンター市民スタッフの

養成講座を開催します。

市民スタッフは、このような事態に備えて、災害発生時、迅速かつ効果的に

救援活動を行えるよう、災害ボランティアセンターの運営補助をするボランティ

アです。

CSWは個人の困りごとを地域の課題ととらえ、地域住民等と協働して課題
解決に取り組む専門職です。相談会を実施していますので、ご利用ください。

YouTubeを活用し、CSWによる地域づくり
の取り組みを配信しています。

３部構成になっております。ぜひ、ご覧ください。
併せてチャンネル登録もお願い致します。

YouTubeで
ご覧になれます。

新所沢東地区に新たな居場所ができました！地域の皆さんに活用し
ていただけるよう、住民やボランティア団体がより身近な地域で自由
に活動し、憩える居場所となるように、現在、いろいろな使い方を検
討しています。

今回の特集記事の中で、障がい者の就労支援には、ひとりひとりのニーズ
や個性、生活スタイルにあった多様なサービスがあることをご紹介しました。
その中で障がい者の雇用に特別な配慮を行い、雇用の促進をはかる事業所で、
障害者雇用率の関係から親会社の一事業所とみなされる子会社の名称は何で
しょう ?

※それぞれ、不定期の休みがあります。詳細はお問い合わせください。

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とは？】

今回、プレゼント商品のご提供をいただいた「株式会社角川クラフト」は、
株式会社KADOKAWAグループの特例子会社です。
人が本来持っている力を充分に発揮できる環境を提供し、一歩一歩前進

することを目指して、人づくりとものづくりをすすめている会社です。
今回はオリジナルの

「東所澤ブレンド」等、
自慢のコーヒーを手軽
に楽しめるドリップ
バック 5 杯セットを
50名様にプレゼント
します。

プ ゼレ ン ト

ドリップコーヒー5個セット

締め切り 1月31日（月）まで

応募方法 ハガキに氏名、郵便番号、住所、年齢、電話番号、クイズの答えを書いて

まで、ご郵送ください。
正解者には抽選で右に記載の素敵な景品をプレゼントいたします。
※発表は、プレゼントの発送を持ってかえさせて頂きます。

★�なお、この紙面を角川クラフトにお持ち頂くと、コーヒーの商品を１割
引します。（有効期限3月31日（木）まで）
住所 所沢市東所沢和田2-17-11グランドゥール東所沢

〒 359-1112
所沢市泉町 1861-1　こどもと福祉の未来館 3階
　　　　　所沢市社会福祉協議会　ちゃお！係

※すべて平仮名答 え 子会社

1月29日（土）10：00～16：00日 時

所沢市こどもと福祉の未来館1階　多目的室1・2号及び体育館場 所

（1）講義「災害ボランティアと災害ボランティアセンターの役割について」
（2）実践演習「災害ボランティアセンター訓練」

内 容

市内在住・在勤・在学の20歳以上の方
※ 受講後に災害ボランティアセンター市民
スタッフとして登録していただきます。

対 象

20名（定員になり次第締切）定 員無料参加費

地域の困りごとはコミュニティソーシャルワーカー（CSW）にご相談ください

▲訓練の様子

地域の交流の場（拠点）として、活用していきます。

松葉町に「みんなの居場所 ぴーす」を開設しました！

コミュニティーソーシャルワーク★ラボ

（実践報告）を配信しています！

好評
 配信中

①開会（主催者挨拶・趣旨説明）
②CSW活動報告・事例発表

～CSWの個別支援に関する実践報告～
～地域課題に関する地域の居場所づくり～

③総評
所沢市社会福祉協議会地域福祉活動推進会議　委員長
東京通信大学人間福祉学部人間福祉学科

教授　田中 英樹氏

プレゼントが当たる! 読者クイズ

50
名様！
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車いすちょい借りステーション～お近くで車いすが利用できます～

一人ひとりが
ありのままでいられる
社会になってほしい。

車いす体験・

当事者からの話

点字体験・当事者

からの話

まとめ聞こえない人の

生活

認知症サポーター

養成講座

こんにちは！ボランティアセンターです★

＊社協はふくし学習の応援団です！
所沢社協では、学校や地域で「ふくし学習」が
進められるようお手伝いをしています。

①気軽に始めよう（福祉のことは深くわからなくても大丈夫です。）
②バリアがどこにあるかを考えよう
③そのために何ができるかを考え、やってみよう

①「学校で進めるふくし学習」

②「地域で進めるふくし学習」

③「学校と地域が交流し、協働して進めるふくし学習」

点字の成り立ちを学んだり、
点字を打つ体験も行います。
また、視覚障がいのある方から
生活について話を聞きます。

認知症やその対応方法につ
いて学びます。地域住民が寸
劇などにも協力しています。

ふくしとは何か、「ふだ
んのくらし」の中にある、
地域の支えあいについて学
びます。

地域の協力者

中学校でのふくし学習の様子

車いすを利用している方か
ら、障がいとは何か、ふだん
の生活の仕方を学びます。

聴覚障がいのある方からふだんの
生活について話を聞きます。どうす
れば伝えられるのか、自分にもでき
る工夫を学びます。

ふくし学習の振り返りとま
とめを行います。

大切にしたい

３つの

ポイント

ふくし学習
の場は…

ふくしは… と覚えてくださいね！ふだんの くらしの しあわせ

最後に

自治会及び商店、企業、福祉施設などにご協力をいただき、より身近に車いす貸出を行う
地域の拠点としての「わたしのまちの車いすちょい借りステーション」を設置し一時的に車
いすが必要な方に無料で貸出を行っています。また、所沢社協では、３か月まで継続して貸
出を行う車いす短期貸出も行っています。

※黄色ののぼりが目印です。
詳しくは所沢社協ホームペー
ジや、チラシをご覧ください。

車いす
ステーション

QR

地域福祉推進課問い合わせ

04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL

メール配信
登録用QR

LINE配信
登録用QR

LINE & メール

ほしいボラン
ティア情報が
選べるメール
配信はこちら

多世代が
気軽に情報
を得られる
LINE配信は

こちら

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。

こどものために
なるなら

がんばりたい！誰にでも助けて
もらわないとできないことが

あると思った。

パラリンピックを見て、
障がい者はいろいろなことが

できると思った。

ボランティアセンター問い合わせ 04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL

感想

わたしのまちの

「誰もが大切にされるまちづくりのための学習」です。
ふくしや人に関心を持ち、自ら行動する人々が増えることを目指しています。ふくし学習とは…

ボランティア情報配信を手軽に受けられます! ご登録お願いします!!

ある中学校での「ふくし学習」～どんなことをしているの？～

「ふくし」

について
最初は

6



3月1日（火） 〜
配信予定

TEL 04-2925-0041 FAX 04-2925-3419
地域福祉推進課　所沢市認知症サポーター養成事業　事務局申し込み・問い合わせ

TEL 04-2968-3773 平日9：00〜17：00
メール 3773@toko-shakyo.or.jp

相談支援課　あったかサポート「りーち！」問い合わせ

TEL 04-2925-0041 FAX 04-2925-3419
地域福祉推進課問い合わせ

所沢社協では、所沢市から委託を受け、認知症サポーター養成事業を実施しています。認知
症サポーターは「なにか特別なことをする人」ではありません。

認知症についての正しい知識を習得し、自分のできる範囲で認知
症の人や家族を応援するのが認知症サポーターです。

令和３年度からスタートした「ところWITHプラン」（第5
次地域福祉活動計画in所沢）についての基調講話や、ボラン
ティアグループの活動報告等を配信
します。

支えあいのまちづくりを推進して
いくために、主役である市民の皆さ
んのご視聴をお願いします。

会社や地域の集まり等に、無料で講師を
派遣します！

●�少人数（10人程度）での開催もOKです。
●�会場をご準備ください。
●�時間は90分程度です。（応相談）
●�認知症の症状やその対応、家族への支援
などを、わかりやすくお伝えします。

●�認知症サポーター養成講座の講師資格を
もった「キャラバン・メイト」が講師とし
てお伺いします。

1月26日（水）　14：00～15：30日 時
所沢市こどもと福祉の未来館3階　多目的室３・４号会 場
所沢市内在住・在勤・在学の方対 象
30名（申込み先着順）定 員
認知症キャラバンメイト　平井 貴明氏講 師

講座を修了すると、認知症を支援するサ
ポーターの「証」として、「埼玉県認知症
サポーター証」をお渡しします。

地域で養成講座を開催しませんか？

「地域福祉みらいフォーラム」

今年は動画配信による開催です。

誰もが参加できる支えあいのまちづくりを目指して

所沢市と

共催

ひきこもり状態の方が増えています。
「ひきこもり」と言っても、「家（又は自室）から出ることがほとんどない」

「普段は家にいるがコンビニなどには出かける」「自分の趣味に関する用
事では外出できる」など、その状態像は様々です。

こうしたひきこもり状態の方は全国に約115.4万人（推定）いると言
われています。� （平成27年、平成30年内閣府調査より）

所沢社協は、令和3年4月から「アウトリーチ自立支援強化
事業」と「就労準備支援事業」の一環としてひきこもりの方へ
の支援を行っています。

今回、「一般社団法人ひきこもりUX会議」と共催で、「ひき
こもり」に関する講演会とラウンジを開催します。

「ひきこもり」
について知って

欲しい！

不登校・ひきこもり・発達障がい・セクシュアル・マ
イノリティの当事者・経験者らで立ち上げた団体です。
当事者の視点から、全国各地で講演会や当事者会等

を実施しています。

ひきこもりUX会議って？

115.4万人!?　ひきこもりのこと考えてみませんか

講演会では、ひきこもり経験のある登壇者から自身の体験談や
その時の思い、また家族や支援者ができることをお話しします。

「ひきこもり」の当事者同士、ご家族同士、関係者同士がまずはリラックス
して出会い、対話や交流をはじめるための「ひきこもりUXラウンジ」を開催します。

どうぞお気軽にお越し下さい。1月16日（日）13:30～15:30（開場13:00）日 時
第１部…ひきこもり経験のある当事者による体験談
第２部…ひきこもり当事者会、ひきこもりUX女子会、

つながる待合室、非交流スペース
※会ごとに定員・参加条件が異なります。HPでご確認ください。

http://blog.livedoor.jp/uxkaigi/archives/
1079441806.html

内 容
所沢まちづくりセンター ホール会 場

2月7日（月）13:30～16:30（開場13:00）日 時

無料参加費

150名（申込み先着順）定 員

所沢市こどもと福祉の未来館会 場
無料参加費

ひきこもり当事者、ご家族、支援者、関心のある方等、どなたでも対 象

要申込み
電話または申込フォームからお申込みください。申込み

予約不要
※途中参加、途中退出などご自由に
※定員に達し次第、入場を規制する場合がございます。

申込み

認知症サポーターを養成しています。

いま、見つめなおす
「ひきこもり」のこと。 in所沢

講演会 ひきこもりUXラウンジin所沢当事者会
家族会

参加者
募集中

参加者
募集中

いつでも
どこでもパソコン・スマホから視聴できます

▲団体ホーム
　ページQR

▲申し込み
　フォームQR

▲ラウンジ
　内容QR

問い
合わせ

申込締切 1月13日（木）17:00
TEL  04-2968-3773  平日9:00〜17:00
相談支援課　あったかサポート「りーち！」

https://is.gd/ux0116tokorozawa
申込フォームからお申込みください
申込締切 1月15日（土）17：00

YouTubeで
ご覧に
なれます。

私って
「ひきこもり」

？

申込み

▲平成30年度開催の様子
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所沢社協窓口にて、以下の寄付金つきグッズを販売しております。
クオカードと図書カードはお買い求めいただくと、500円分の

商品をご購入いただくことができます。

たすけあいのまちづくり
誰

もがしあわせになれる

問い
合わせ

問い
合わせ

問い
合わせ 04-2925-3419FAX04-2925-0041TEL

訪問介護員・登録ヘルパー、介護保険を利用される方への調査を行う要介護認定調査員
を募集しています。

訪問には自転車・バイク・社用車（軽自動車）を使用します。
週1日からの勤務も可能ですので、ご相談ください。

ご寄付をありがとうございました。支えあ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。
※ 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。

所沢社協の職員募集

所沢市こどもと福祉の未来館 「福祉の相談窓口」をご利用ください

『赤い羽根共同募金運動』にご協力よろしくお願いいたします

所沢社協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。

どこに相談したら良いかわからないといった生活や福祉
に関する困りごとを、福祉の専門職が受け止めます。また、
必要に応じて専門機関やコミュニティソーシャルワーカー

（CSW）と連携して対応します。まずはお電話ください。

今 年度は「つながりをたやさない社会づくり」を全国共通助成テーマに
『赤い羽根共同募金運動』が全国一斉に始まっています。

皆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。
皆さまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いします。

※在庫に限りがありますので、購入をご希望される方は
お早めにお願いいたします。

赤い羽根カードとバッジのご案内

周りを気にせず安心してご利用いただけます。

～ じ ぶ ん の 町 を 良 く す る し く み ～

令和 3 年10月1日～

【推進期間】

令和 4 年 3 月31日

募金
ありがとう！

こんな募金の

仕方もあります！

協力
依頼額 １枚／1,000円以上

クオカード
協力依頼額

１枚／

1,000円以上

図書カード
NEXT

協力
依頼額 １枚／500円以上

バッジ

困っていること、
気になっていること

心配なこと
ありませんか。

04-2923-4780FAX04-2941-6366TEL

9:00〜18:00（土・日・祝・年末年始を除く）時 間

所沢市こどもと福祉の未来館1階（所沢市泉町1861-1）　福祉の相談窓口場 所

問い
合わせ

交通費一部支給・福利厚生あり
給与/時給1,090円～3,170円
　　　（処遇改善交付金含む）

待 遇 交通費一部支給・福利厚生あり
給与/時給1,150～

待 遇

高齢の方・障がいのある方への身体介護及
び生活援助のサービス提供と付帯業務

業務
内容

所沢市内での要介護認定調査業
務・調査報告の簡単な入力作業

業務
内容

7：30～19：00の間の
勤務（勤務時間につい
ては相談に応じます）

時 間 8：30～17：15の間の3時間以上
（勤務時間に関しては相談に応じ
ます。雇用保険・社会保険は条件
により加入）

時 間

介護福祉士・介護職員
初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級

資 格
介護支援専門員資 格

場 所 所沢市上安松1224-1（所沢市保健セン
ター内）

場 所 所沢市松郷267-1
養護老人ホーム　亀鶴園内
認定調査事務所

寄付報告 令和3年6月1日～令和3年11月30日受付分

相談

無料

皆さまの
善意

★相談スペースを設けております。

●経済的な不安を抱えている、生活
が苦しい

●判断能力に不安がある親族がいる
●耳が聞こえづらく、コミュニケー

ションが難しい
●障がいがあり（障がいがあるかも

しれない）、これからの生活が心配
●障がいがあるが働きたい
●いろいろな困りごとがあり、まと

めて相談したい

このような
ご相談が寄せられています

相談例

企業・団体 所沢東ロータリークラブ様、株式会社中央管財様、東道流
吟道場陽春白雪会様、建設埼玉西埼玉地区本部様、居酒屋
ひがし様

個人 殿村信也様、匿名1名様

個人 匿名6名様

企業・団体 東京キリンビバレッジサービス株式会社様、高大32パソ
コンクラブ様、匿名1団体様、東所沢2丁目自治会様

個人 KORI AVENDANO JUAN CARLOS（郡カルロス）様、富田弘様、
大出勇様、匿名17名様

企業・団体 トコサル様、有限会社東工業所様、王道家様（ところざわサク
ラタウン内ラーメンWalkerキッチン出店）、匿名2団体様

個人 佐藤和夫様、匿名5名様

企業・団体 有限会社フォーユー様、株式会社ダイナム様、株式会社シ
ステムネットワーク様、いるま野農業協同組合様、所沢理
容組合様、JAいるま野所沢女性部様、匿名2団体様

愛の福祉基金への寄付合計　　226,877円

社協への寄付合計　　274,719円
（社協・社協施設）

こども未来基金への寄付合計　　987,355円

物品寄付

特例貸付受付中! (緊急小口資金・総合支援資金)
対象は新型コロナウイルスの影響を受けた方

※ 申請受付期限がR4.3月末日まで延長されました。
※ 申請書式は所沢社協ホームページからダウンロー
ドできます。

地域福祉推進課

04-2991-4691FAX
04-2995-1176TEL

訪問介護事業所

04-2925-3419FAX
04-2926-8202TEL

企画総務課

赤い羽根共同募金

は、コロナ禍で生活に

お困りの方への支援に

も役立てられています。
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