この情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
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■第4次地域福祉活動計画in所沢 ところWITHプラン（素案）へのご意見を募集します｡ ･･②
■第４次地域福祉活動計画in所沢 ところWITHプラン（素案）体系図 ･････････③
■所沢社協掲示板 ･･･････････････････････････････････････････････････④

●本紙では、固有の名称を除き、「障害」を「障がい」と表記します。

午前10時〜正午（開場9：30）

を開
催
し
ま
す

定 員
240名

新所沢まちづくりセンターホール
手話・要約筆記あります

参加費無料

【第 1 部】基調講演
講師：中島 修氏 （文京学院大学

人間学部

人間福祉学科

【第 2 部】実践発表会（3 団体）
人形劇団はっぴぃ―
町谷自治会
ま ち

（新所沢のつながりをつくる会）

（山口地区）

准教授）

とんからりん
（三ヶ島地区）

3つの実践発表は「ふくしのまちづくり」のヒントがたくさんあります。
市民の皆さまのご参加をお待ちしております！
問合せ：所沢市社会福祉協議会／地域福祉推進課
主
後

催：所沢市社会福祉協議会

電話 04-2925-0041

FAX 04-2925-3419

メール 0041m@toko-shakyo.or.jp

援：所沢市、所沢市自治連合会、所沢市民生委員・児童委員連合会、所沢市ボランティア連絡協議会

ふくしの
ま
ち
づ
く
りは

３月1日（日）

平成27年

市民の
力
で
！

所沢市地域福祉活動フォーラム
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2015（平成27）年2月◎社協だより「ちゃお!」

第4次地域福祉活動計画in所沢 ところWITHプラン（素案）
へのご意見を募集します。
所沢市社会福祉協議会では、地域福祉の推進を図るため、市民、各種関係機関・団体に参画いただきな
がら、「第4次地域福祉活動計画in所沢

ところWITHプラン」（計画期間

平成27年度〜平成32年度）

の策定を進めています。このたび素案がまとまりましたので、市民の
皆様からご意見を募集します。
皆様からお寄せいただいたご意見は、今後の計画づくりの参考とさ
せていただきます。皆様のご意見をお待ちしています。

素案の配布・閲覧場所

所沢市社会福祉協議会ホームページ（http://www.toko-shakyo.or.jp/）
このほか、所沢市社会福祉協議会及び市内各まちづくりセンターの窓口で配布・閲覧できます。
応募資格

市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所または事業所を有する個人・法人・団体等

応募方法

①住所②氏名③年齢④性別⑤電話番号
⑥意見（800字程度）をご記入のうえ、次のいずれかの方法でご応募ください。
【郵送の場合】〒359-1143

所沢市宮本町1-1-2

【ＦＡＸの場合】04-2925-3419
【メールの場合】0041m@toko-shakyo.or.jp
【直 接 持 参 】所沢市社会福祉協議会／地域福祉推進課
＊応募用紙の指定はありません。
＊法人、その他の団体からのご意見は、主たる事務所の所在地、

問合せ
所沢市社会福祉協議会 地域福祉推進課
名称及び代表者の氏名を記載してください。
＊ご意見はプライバシーに関する部分を除き、内容を公開させて
〒359-1143 所沢市宮本町1-1-2

いただく場合がありますのでご了承ください。
電話2925-0041/Fax
2925-3419/メール 0041m@toko-shakyo.or.jp

締
切
問 合 せ

２月20日（金）必着
所沢市社会福祉協議会／地域福祉推進課
電話：04-2925-0041

・ご安置室完備・小規模家族葬ホール完備（使用料無料）

事前相談承ります。相談無料。
株 式 会 社
〒359-1148 所沢市小手指台 37-6 全国葬祭業組合連合会加盟店(経済産業大臣認可)

コ コ

テンレイイチバン

2015（平成27）年2月◎社協だより「ちゃお!」
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第４次地域福祉活動計画in所沢 ところWITHプラン（素案）体系図
【基本理念】 市民が一緒につくる！
WITH

健やかに 自分らしく暮らせる 支え合う 心やさしいまち
W

I

T

H

地域福祉を基盤に市民参加のまちづくりをすすめる

４つの基本目標に対する実施計画と具体的な取り組み
≪基本目標≫
W 誰もが健やかに

安心して暮らせる
まちづくり

ウェル ビーイング

≪実施計画≫
①安心のまちを支える人づくり

インディペンデント

②気軽に相談できる場づくり

トゥギャザー

⑤福祉掲示板の設置の推進
⑥インターネットなどによる福祉情報の発信と活用

④ひとりひとりを大切にする支援

⑦生活困窮者や社会的孤立への支援
⑧日常生活自立支援事業・成年後見制度の活用

⑤地域福祉活動を推進する社会資
源の開発

⑨地域福祉サポーターの育成と活動の強化
⑩地元の商店や企業などによる地域貢献活動
の促進

⑥支え合いの地域づくり

⑪地区社会福祉協議会（地区社協）をはじめと
した地域福祉推進の組織づくり

Together：支え合う
（「一緒に」
「協力して」の意味）

H 誰にも
心やさしい
まちづくり
ハート

Heart：心やさしい
（「やさしい心」の意味）

③地域の中で気軽に相談できる場や機会の拡充
④いつでも相談できる「福祉相談窓口」の展開

③誰にもわかりやすい福祉情報の
提供

Independent：自分らしく
（「自立」
「自主的」
「自由」の意味）

T 誰もが参加できる
支え合いの
まちづくり

①住民のボランティア活動を支援
②ボランティアコーディネーターの育成（災害
時を含む）

Well-being：健やかに
（「幸福」
「健康」
「福利」の意味）

I 誰もが自分らしく
暮らせる
まちづくり

≪具体的取組≫

⑫コミュニティソーシャルワーカー
（CSW）
の配置
⑦福祉課題の理解と福祉の心
（ふくしマインド）の醸成
⑧身近な暮らしの場における活動
拠点の増設

⑬参加型交流体験ができるふくし学習プログ
ラムの開発
⑭ふくし学習の場や機会の拡充

⑮地域サロンをはじめとする活動拠点の開拓
⑯空き家・空き店舗の活用

所沢社協掲示板
社協PR強化月間について
2月

平成26年度事業計画の重点項目として、福祉に関わるPR強化月間を
定め、市民に向けた広報・啓発に取り組んでいます。

障がいを持った方達が作る
オリジナル商品を紹介します

所沢市社会福祉協議会が運営する3つの施設では、障がいを持つ利
用者が地域社会で共生していく為に、地域の皆様のご理解・ご協力を
頂きながら自主生産品を製造し展示・販売を行っております。障がいを
持っていても1人ひとり個性があり、製造している場面で様々な力を発
揮しています。
各施設の自主生産品をご覧になりたい方は各々の施設までご連絡く
ださい。自主生産品は所沢市役所１階ロビーにある「福祉の店ポピン
ズ」でもご覧になれます。

3月 「これで安心 老後の備え」
エンディングノートや任意後見制度など
自分らしく暮らす為の備えについてお伝えします。
日

時

平成27年3月14日（土）
午後2時から午後4時30分まで

会

場

所沢まちづくりセンター

対

象

市内在住、在勤、在学の方

ホール

内

容

エンディングノート、見守り契約、任意代理契約、
任意後見制度、法定後見制度など

講

師

NPO法人埼玉成年後見支援センター
所沢支部長

連絡先：所沢市立こあふる（写真左）
所沢市立きぼうの園（写真中央）
所沢市立プロペラ（写真右）

電話：04-2938-1500
電話：04-2995-2851
電話：04-2945-7777

参 加 費

無料

申込方法

事前申込不要

問 合 せ

原 紘一 氏
※定員130名

所沢市社会福祉協議会／相談支援課
電話：04-2929-1711

FAX：04-2923-4780

第 11 回障がい者施設製品展示・即売会『手しごと』〜ぬくもりの輪・和・話〜
所沢市内の障がい者施設の利用者が心を込めて手作りした作品（織物・染物・陶芸など）を展示、即売します。皆様
のご来場を心よりお待ちしています。
※売上金の一部は東日本大震災の活動支援金として、日本障害フォーラム（JDF）を通じて、被災地の障がい者支援に充てられます。

【主 催】
「手しごとの会」運営委員会
【参加協力施設】光の園、キャンバス、はばたき、きぼうの園、こあふる、プロペラ、颸埜扉、飛行船、飛行船2号、ワークみどり、
粋生き弁当、トリプルナインみんなの家、所沢ともの会、あるこ、ぽぷり、ところざわ学園、秩父学園、
かしの木学園、そらのいろ（19事業所）
【協 力】西武所沢店
【後 援】所沢市
【期 間】平成27年2月10日（火）
〜16日（月）
■問合せ： 所沢市社会福祉協議会/企画総務課
【時 間】午前10時〜午後8時
電話 04-2926-8202・FAX 04-2925-3419
【場 所】西武所沢店8階特設会場

寄付報告

みなさまの善意（平成 26 年 11 月１日〜 12 月末日受付分）

① 社協への寄付合計額

460,000円

【個人】斉藤 武司様、匿名（2名）
【団体】匿名（１団体）

② 愛の福祉基金への寄付額合計額：1,548,402円
【個人】匿名（２名）
【企業・団体など】
そごう・西武労働組合所沢支部様、新所沢東地区文化祭実行委員会様、
新日本婦人の会所沢支部けやき班様、所沢市シルバー人材センター様、
ＡＲＢＣ様、エレファント様、所沢商工会議所女性会様、株式会社中央管
財様、所沢市シルバー人材センター悠和会様、医療生協さいたま三ヶ島
支部様、狭山ヶ丘ボランティアグループ様、所沢地区更生保護女性会
三ヶ島支部様、地域福祉サロン・リンク様、三ヶ島山草会様、三ヶ島第一
地区民生委員・児童委員協議会様、みんなボランティアほっとほっと様、

モリタン会様、さくら草様、三ヶ島地区文化祭実行委員会様、新所沢地
区文化祭実行委員会様、所沢市長生クラブ連合会様、山口三井長生クラ
ブ様、山口ふれあいの会様、所沢市社交ダンス連盟様、第22回所沢市
民クリスマス実行委員会様、第4回所沢市福祉チャリティーゴルフ大会
様、小原流所沢支部様、所沢市茶道連盟様、新所沢団地長生クラブ様、
所沢市フォークダンス連盟様、所沢婦人クラブ様、東京西武学館様、ヤ
マザキ製パン従業員組合埼玉支部様、西新井町馬頭観音様、建設埼玉所
沢地区本部様、所沢市農業祭実行委員会様、所沢友和会様、匿名（1団
体） （受付順）

③ 物品寄付
JAいるま野所沢女性支部様（タオル）、公益社団法人所沢市シルバー人材
センター様（ポップコーン等材料）、所沢理容組合様（タオル）、所沢市手を
つなぐ親の会様（子ども用お菓子）、ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部
様（クリスマスケーキ）、第一生命労働組合様（タオル） （受付順）

社協だより「ちゃお！」第66号 平成27年2月発行
発行：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
住所：〒359-1143 埼玉県所沢市宮本町1-1-2（旧庁舎1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：株式会社ユー企画印刷
■次回、『ちゃお！』67号の発行は平成27年4月上旬を予定しています。

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。

所沢
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検索

