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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　社協 検索

NO.74

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、2ヶ月に1回発行しています。
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世話役自己紹介の様子

（全体会の様子）

第4次地域福祉活動計画in所沢
ところWITHプラン　概要説明の様子

助け合いゲームの様子
助けてくれる相手が見つかったらお互い握手！

寄付報告　～みなさまの善意～
①社協への寄付合計　351,219円
　【個人】清水 将之様、匿名2名様
　【企業・団体】新所沢公民館利用者の会様、
　　株式会社いるま野サービス様、株式会社いなげや様

②愛の福祉基金への寄付合計　531,555円
　【個人】山田　修冶様、大舘　忠平様、匿名1名様
　【企業・団体】所沢市歌謡連盟様、山口三井長生クラブ様、秋草学園福祉教育専門学校様、
　　株式会社中央管財様、小原流所沢支部様、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、所沢市社会福祉協議会社会貢献プロジェクト（職員有志）、カラオケよかど会様、
　　所沢市高齢者大学第29期同期会様、戸大建設工業株式会社様

③物品寄付
　【個人】二上 清次様　タオル257枚、
　　糸山 香代様　絵本17冊、
　　匿名3名様　介護用パジャマ1着・あゆみの靴1足、
　　雛飾り・端午の節句飾り、手編みベスト
　【団体】明治神宮崇敬会様　洗剤20世帯分

（平成28年3月1日～4月28日受付分・受付順）

1期生 2期生

地域福祉サポーター集結！

コミュニティソーシャルワーカー※を
全地区に配置しました。

生活課題の早期発見、解決 地域のネットワークづくり ふくしの地域づくり
　日頃から地域の皆さんとの顔の見える
関係を心がけ、生活課題の発見に努めま
す。また、関係機関と連携し、課題の解決
にとりくみます。

　地域住民、団体が連携して支援が
必要な人を支えていけるよう、地域
住民や団体のつながりづくりにとり
くみます。

　地域住民の活動を高める地
域支援（学習会等）を実施しま
す。

子どもから高齢者まで、身近な暮らしの相談や支援を行っております。
日頃から困っていること、悩んでいることをお気軽にご相談下さい。

CSW

平成28年度地域福祉サポーター養成講座を開催します。
A日程：平成28年7月30日（土）、31日（日）　B日程：平成28年12月3日（土）、4日（日）

詳細は広報ところざわ（7月号・11月号）、
社協ホームページ等でお知らせします。

※コミュニティソーシャルワーカー ： 一人ひとりに寄り添って、生活上の困り事の解決に向けて一緒に取り組んでいく専門職です。

地域で見守り・
声かけ

連絡・通報
CSW（社協）へ
の連絡

地域福祉
活動への協力

情報の伝達
ふくし掲示板へ
の情報掲示

近隣への支援
協力の呼びかけ

街頭募金
住民懇談会等へ
の参加協力

懇談会への参加、
困り事解決等への
協力を募る
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地域福祉サポーター集結！
交流館～安松町内会～
わがまち掲示板／第40回所沢市社会福祉大会
【熊本・大分】地震による被災者を応援しています！
私たちがCSWです／みなさまの善意



第40回所沢市社会福祉大会 【熊本・大分】地震による被災者を応援しています！
　市内で社会福祉の向上と青少年健全育成に貢
献された方々の表彰をいたします。

　所沢社協では、市内の複数ヶ所で、
高校生や地域福祉サポーターも駆け
つけて、市民の方々と一緒に街頭募金
を実施しています。
　街頭募金では合計377,600円が寄
せられました。また、市内の企業・商店
等のご協力で、募金箱の設置もさせて
いただいております。

　義援金は、全額を埼玉県共同募金会を通じて熊本県共同募金
会に送金し、被災者に配分されます。多くのみなさまにご協力を
いただき、ありがとうございます。引き続き、あたたかいご支援を
お願いいたします。（平成28年6月30日まで受付ております。）

　交流館では、お達者倶楽部やコミュニティカフェ
「やすまつサロン」等の拠点として、誰でも気軽に集
まって交流できる場所になっています。
　もともとあったラーメン店の空き店舗を住民の手
でキレイにし、町内会のテーブルやイスを持ち込み、
予算をかけない工夫をしてオープンさせました。

　コミュニティカフェ「やすまつサロン」は、アットホーム
で居心地が良く、近所の一人暮らしの高齢者や赤ちゃ
んを連れたお母さん等が気軽に立ち寄れます。昨年秋
の開店以降、徐々に関心を寄せる人が増え、ご近所の
輪が広がりつつあります。また、口コミにより、他の地
域の方も遊びに来られています。
　カフェのボランティアスタッフは男性４人・女性４人の
８人で活動しており、スタッフの赤堀さんは、「1階のス
ペースで囲碁や将棋もできるようになったらいいな
…」と新しいアイデアもあるようです。
　安松町内会の安田会長は、「町内会で運営している
交流館ですが、役員だけではなく色んな方に関わって

もらう事が大切。テーブルクロスや荷物の目隠し用の
カーテンを付けてくれたり、みんながそれぞれできる
ことを協力してやってくれるから、本当にありがた
い。」と語っていました。

　岩崎弁財天社に設置した「ふくし掲示板」です。
参拝する方をはじめ、弁財天社で年3回開催され
るお祭りやお隣にある保育園の園児たちで賑わう
この場所は、毎月1回、保存会の方々が清掃をして
おり、辺りは大変綺麗です。春は桜、秋は彼岸花と
自然豊かで四季折々の風情がありま
す。目の前の弁天池では立派な錦鯉が
優雅に泳ぎ、カワセミも姿を見せるとの
こと。憩いの場から地域や福祉の情報を
発信しています。

～福祉掲示板のご紹介～

わ がま ち Vol.7 岩崎弁財天社
（山口）掲示板

設置協力者の黒田 訓光氏
くろだ のりみつ

　地域での福祉活動のために、空き家や空き店舗を無償または安価で提供していただける方を募集しています。
　場所や広さなどを考慮し、目的や活動内容を相談いたします。 問合せ 地域福祉推進課     04-2925-0041

空き家・空き店舗を募集しています！

地域住民の

安松町内会 交流館松井
地区

ボランティアスタッフ（前列左から）佐藤弘子さん、藤森典夫さん、赤堀鈴子さん、
（後列左）増田稔さん、（後列右）小古井和子さん、（後列中央）安田敏男会長

さとう　ひろこ ふじもり　のりお あかほり すずこ

ますだ みのる こごい　　かずこ やすだ　としお

安松町内会 交流館
所沢市上安松95‐6

http://www.asahi-net.or.jp/~tm9m-msd/

安松町内会のホームページでも見ることができます。

交流館２階　麻雀スペース

問合せ 企画総務課　　04-2926-8202

所沢市内全域

日　時 : 平成28年7月7日（木）
　　　　【開場】正午　【開会】午後1時
場　所 : 所沢市民文化センターミューズ・中ホール
内　容 : ◆第一部　式典（表彰等）
　　　　◆第二部　表彰団体の発表等
※入場無料・事前のお申込み不要
※第二部からの途中入場も可

●

●
●

音楽と子育ての福徳の神様、
岩崎弁財天像

★募金箱設置場所（敬称略・順不同）
ところざわ自動車学校、わらわら航空公園店、ＪＯＹＦＩＴ新所沢、男女共
同参画推進センターふらっと、山中運動具店、わーくぽけっと、コミュニ
ティサロンぐりーんぽけっと、国立障害者リハビリテーションセンター本
館・学院、スターレーン所沢、灰屋薬局、なかよしこども園・第二なかよし
こども園

緑町交番付近にて

● コミュニティカフェ「やすまつサロン」週1回
● お達者倶楽部「おひまち会」月2回　
● 麻雀を通じた交流場所
● 町内会の役員会議や情報交換の場所
● 子ども会やPTAの会議・イベント会場
● 各種団体の総会・役員会や懇親の場所
● 各種愛好会やサークルの学習の場所   など

交
流
館
の
活
用
内
容

毎週木曜日
13：00～16：00

コミュニティカフェ
やすまつサロン

コーヒー・紅茶など
お菓子付で
100円

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 74号 平成28年6月
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　　所沢市高齢者大学第29期同期会様、戸大建設工業株式会社様

③物品寄付
　【個人】二上 清次様　タオル257枚、
　　糸山 香代様　絵本17冊、
　　匿名3名様　介護用パジャマ1着・あゆみの靴1足、
　　雛飾り・端午の節句飾り、手編みベスト
　【団体】明治神宮崇敬会様　洗剤20世帯分

（平成28年3月1日～4月28日受付分・受付順）

1期生 2期生

地域福祉サポーター集結！

コミュニティソーシャルワーカー※を
全地区に配置しました。

生活課題の早期発見、解決 地域のネットワークづくり ふくしの地域づくり
　日頃から地域の皆さんとの顔の見える
関係を心がけ、生活課題の発見に努めま
す。また、関係機関と連携し、課題の解決
にとりくみます。

　地域住民、団体が連携して支援が
必要な人を支えていけるよう、地域
住民や団体のつながりづくりにとり
くみます。

　地域住民の活動を高める地
域支援（学習会等）を実施しま
す。

子どもから高齢者まで、身近な暮らしの相談や支援を行っております。
日頃から困っていること、悩んでいることをお気軽にご相談下さい。

CSW

平成28年度地域福祉サポーター養成講座を開催します。
A日程：平成28年7月30日（土）、31日（日）　B日程：平成28年12月3日（土）、4日（日）

詳細は広報ところざわ（7月号・11月号）、
社協ホームページ等でお知らせします。

※コミュニティソーシャルワーカー ： 一人ひとりに寄り添って、生活上の困り事の解決に向けて一緒に取り組んでいく専門職です。

地域で見守り・
声かけ

連絡・通報
CSW（社協）へ
の連絡

地域福祉
活動への協力

情報の伝達
ふくし掲示板へ
の情報掲示

近隣への支援
協力の呼びかけ

街頭募金
住民懇談会等へ
の参加協力

懇談会への参加、
困り事解決等への
協力を募る

◉ 
◉ 
◉

◉
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地域福祉サポーター集結！
交流館～安松町内会～
わがまち掲示板／第40回所沢市社会福祉大会
【熊本・大分】地震による被災者を応援しています！
私たちがCSWです／みなさまの善意


