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所沢市社会福祉協議会の
シンボルマークです。
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平成29年
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※本紙では、固有の名称を除き、「障がい」と表記します。

所行回  第352号
平成29年4月1日

NO.79

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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　所沢社協は、「市民が参加し 豊かな心で健やかに 自分ら
しく暮らせる 支え合いのまちづくり」を使命とする福祉団体
です。市民のみなさまをはじめ、市内の福祉団体等と協力し

ながら様々な活動を進めています。平
成28年度も多くの方々に会員になって
いただき、ありがとうございました。

平成28年度 社協会員会費実績・報告

●加入合計額
　（平成29年3月24日現在）

合計11,855,930円
●賛助会員並びに特別賛助会員につきまして、会員として顕彰することに同意をいただいた方々は次のとおりです。

（学）秋草学園福祉教育専門学校様・（特非）エイジングサポート様・加藤商事（株）様・（福）光輪会なかよしこども園様
（福）光輪会第2なかよしこども園様・コスモ葬祭（株）様・（福）秀和会様・（株）たすかる様・所沢地区更生保護女性会様・長沼商事（株）様
原紘一様・平岩建設（株）様・藤葬祭（株）様・みらい薬局西所沢店様（福）・若狭会様　（五十音順）　

青木照子様・旭町いきいきサポーター様・石橋勝美様・上田之雄様・金子和広様・（株）滝沢商会様・川名隆様・河西松子様・清川昭様
久保田政江様・斎藤千代一様・3区健康体操クラブ様・サンダーバード様・篠塚昭博様・柴井せん様・鈴木幸子様・鈴木正枝様
鈴木さん家様・（特非）ステップ福祉会様・高木俊和様・竹蔵律子様・武田正昭様・田中恵子様・田中正幸様・田中保三様・谷美子様
田野井一喜様・東京キリンビバレッジサービス（株）川越営業所様・所沢生活と健康を守る会様・所沢ニュータウンふれあい会様
新妻紀子様・藤本茂様・藤原利宣様・星川明美様・宮崎加代子様・毛利いせ子様・森田明彦様・守谷照雄様
山口地区民生委員・児童委員協議会様・山﨑清様・山田恵利子様・（有）メタルアート平田育士様 　（五十音順）

: 23企業・法人・団体、個人10名 350,000円
: 19企業・法人・団体、個人332名 542,000円
: 62法人・団体、個人7名 174,000円
: 225自治会・町内会、個人5名 10,789,930円

特別賛助会員
賛 助 会 員
福 祉 会 員
住 民 会 員

納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。

19企業・法人・団体、個人332名

23企業・法人・団体、個人10名【特別賛助会員】
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所沢社協は、高齢の方・障がいのある方・こどもたち･･･
誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる「ふくしのまちづくり」を市民のみなさまと推進しています。

所沢社協の新たな拠点に、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

１階　福祉の相談窓口

訪問介護事業所

保健センター内

所沢地域包括支援センター

所沢スカイライズタワー2階

３階　所沢社協（事務所）

居宅介護支援事業所

泉町ユーワビル1階

所沢市ファミリー・サポート・センター

プラザシティ新所沢
けやき通り団地18号棟101号

所沢市こどもと福祉の未来館所沢市こどもと福祉の未来館

寄付報告　～みなさまの善意～

（平成29年1月1日～2月28日受付順）

社協だより「ちゃお！」第79号 平成29年4月発行 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。

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
次回、『ちゃお！』80号の発行は平成29年6月上旬を予定しています。次回、『ちゃお！』80号の発行は平成29年6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　社協 検索

所沢社協は
地域と身近につながり、
ふくしのまちづくりを

すすめます
①社協への寄付合計　82,239円

所沢文化フォーラム様、
世代間交流フェスティバルinしんとこ様、
ふれんず社協店様

【団体】
②愛の福祉基金への寄付合計　959,675円

武州ガス株式会社様、新所沢団地長生クラブ様、
株式会社中央管財様、牛沼小学校PTA資源回収様、
そごう・西武労働組合所沢支部様、
さいしん所沢友の会様、所沢市社交ダンス連盟様、
居酒屋ひがし様、オレンジフラッグ様、
所沢美容組合様、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

【企業・団体】
③物品寄付

青木照子様
【個人】

埼玉県理容生活衛生同業組合所沢支部様、
太誠産業株式会社様、匿名1団体様

【団体】
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所沢社協は地域と身近につながり、ふくしのまちづくりをすすめます
「アクティブシニアが活躍するまち、所沢」
わがまち掲示板／発達障害啓発週間
平成２９年度所沢市要約筆記者養成講習会
平成28年度社協会員会費のご報告／みなさまの善意



　平成29年2月13日（月）第2回
所沢市民フォーラム～生活支援
体制整備事業について～が所沢
市こどもと福祉の未来館で開催
されました。「アクティブシニア
が活躍するまち、所沢」をテーマ
に行なわれ、早稲田大学人間

科学学術院 田中英樹教授の講演では、「アク
ティブシニア」を「意欲的で年寄りじみてな
い、新しいことに関心が高い生涯現役指向」
と定義づけ、“みなさんで住みやすいまちを
創っていこう”との呼びかけに、会場内のアク
ティブシニアが大きくうなずいていました。

　小金井街道を清瀬方面に向かって進み、大手回転寿司チェー
ン店の交差点を左折して２００Mぐらい進んだところの左手に設
置した「ふくし掲示板」です。児童の通学路に面しており、地域の
方々の目にとまる場所にあります。
　設置協力者の小野寺さんは、大工さん。松井地区と柳瀬地区を中
心に、ボランティアで複数の掲示板の施工をしていただきました。

～福祉掲示板のご紹介～

わ がま ち Vol.12 牛沼
（松井）掲示板

小野寺 勝喜さん
おのでら かつき

　パソコン要約筆記の講習会が５月に開講します。
　たくさんのご応募をお待ちしています。詳しくは広報
「ところざわ」４月号、本会ホームページに掲載しています。

問合せ 所沢市手話通訳・
要約筆記派遣事務所
     04-2939-5064

平成２９年度所沢市要約筆記者養成講習会（パソコン課程）が始まります。

松井地区と柳瀬地区を中心に市内7ヵ所の掲示板の設置や、1ヶ所の修繕にもご協力をいただきました。

～発達障がいとは～
　誰にでも得意なこと、苦手なことがあるな
かで、その凹凸が大きく、生活のしづらさが
発生しているのが発達障がいです。

　海外で行われていたLIUBを見て「かっこいい！」、「たくさんの一般の方が参加されているのも素敵」と思いまし
た。関係機関での展示などは今までも行われてきましたが、心を動かされる体験が発達障がいを知るきっかけに
なればと所沢市内でのLIUBの活動をスタートしました。発達障がいを抱える当事者の問題は地域全体の問題だ
と感じています。一般の方だけでなく、当事者の方にもこのことを伝えたいです。

ライト・イット・アップ・ブルー（LIUB）とは？
4月2日の夜に世界中のランドマークや名所旧跡
をブルーにライトアップして自閉症の啓発を図る
取り組みです。

ライト・イット・アップ・ブルー（LIUB）とは？
4月2日の夜に世界中のランドマークや名所旧跡
をブルーにライトアップして自閉症の啓発を図る
取り組みです。

所沢での取り組み～ライト・イット・アップ・ブルー所沢

所沢では
航空公園にある

日本初国産プロペラ旅客機
YS-11をブルーにライト
アップしています。

～４月２日から８日は
　  発達障害啓発週間です～

知ってる
？

インタビュー ライト・イット・アップ・ブルー実行委員会 実行委員長 五里江 陽子さん

～若者とコラボで輝くチアダンス～～若者とコラボで輝くチアダンス～
　所沢市内でもアクティブシニアの団体がぞくぞく生まれています。
　「スマイル・パイレーツ（ＳＰ）」は、「所沢シニア世代デビュー支援の会（以下、
支援の会）」から誕生した『チアダンス』の団体です。当初イベントに参加する
ため、支援の会にいた女子大学生に背中を押され、チアダンスに取組みまし
た。参加した会員を中心に、サークルとして２０１６年に発足し、子や孫ほど歳
の離れた若者の指導を受けながら、ダンスを通じた交流を楽しんでいます。
　支援の会は、「シニア世代の『生きがい』や『ニーズ』を共有化して、いろ
いろなものに取り組んでいければ」と、シニア向けセカンドライフ講座一覧を毎年作成し、「地域デ
ビュー講座」、「シニア世代なんでも塾」の開催など幅広く取組んでいます。
　アクティブシニアのみなさん、地域で活躍してみませんか？

★「年寄り」じみていない
★生涯現役志向が強い
★自分なりのライフスタイル
　や価値観がある

★スマホ、タブレット端末、SNSを使いこなす
★新しいことに関心が高く様々な活動に意欲的
★現在は団塊の世代（2007年以降の定年）

アクティブ
シニア
とは…

活躍するまち、所沢活躍するまち、所沢活躍するまち、所沢
アクティブシニアがアクティブシニアがアクティブシニアが

ウェルシア所
沢下安松店

グループホー
ムみんなの家

柳瀬小学校

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 79号 平成29年4月
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鈴木さん家様・（特非）ステップ福祉会様・高木俊和様・竹蔵律子様・武田正昭様・田中恵子様・田中正幸様・田中保三様・谷美子様
田野井一喜様・東京キリンビバレッジサービス（株）川越営業所様・所沢生活と健康を守る会様・所沢ニュータウンふれあい会様
新妻紀子様・藤本茂様・藤原利宣様・星川明美様・宮崎加代子様・毛利いせ子様・森田明彦様・守谷照雄様
山口地区民生委員・児童委員協議会様・山﨑清様・山田恵利子様・（有）メタルアート平田育士様 　（五十音順）

: 23企業・法人・団体、個人10名 350,000円
: 19企業・法人・団体、個人332名 542,000円
: 62法人・団体、個人7名 174,000円
: 225自治会・町内会、個人5名 10,789,930円

特別賛助会員
賛 助 会 員
福 祉 会 員
住 民 会 員

納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせていただきます。

19企業・法人・団体、個人332名

23企業・法人・団体、個人10名【特別賛助会員】

【賛助会員】

◆

◆

◆

◆

所沢社協は、高齢の方・障がいのある方・こどもたち･･･
誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる「ふくしのまちづくり」を市民のみなさまと推進しています。

所沢社協の新たな拠点に、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

１階　福祉の相談窓口

訪問介護事業所

保健センター内

所沢地域包括支援センター

所沢スカイライズタワー2階

３階　所沢社協（事務所）

居宅介護支援事業所

泉町ユーワビル1階

所沢市ファミリー・サポート・センター

プラザシティ新所沢
けやき通り団地18号棟101号

所沢市こどもと福祉の未来館所沢市こどもと福祉の未来館

寄付報告　～みなさまの善意～

（平成29年1月1日～2月28日受付順）

社協だより「ちゃお！」第79号 平成29年4月発行 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。

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
次回、『ちゃお！』80号の発行は平成29年6月上旬を予定しています。次回、『ちゃお！』80号の発行は平成29年6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　社協 検索

所沢社協は
地域と身近につながり、
ふくしのまちづくりを

すすめます
①社協への寄付合計　82,239円

所沢文化フォーラム様、
世代間交流フェスティバルinしんとこ様、
ふれんず社協店様

【団体】
②愛の福祉基金への寄付合計　959,675円

武州ガス株式会社様、新所沢団地長生クラブ様、
株式会社中央管財様、牛沼小学校PTA資源回収様、
そごう・西武労働組合所沢支部様、
さいしん所沢友の会様、所沢市社交ダンス連盟様、
居酒屋ひがし様、オレンジフラッグ様、
所沢美容組合様、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

【企業・団体】
③物品寄付

青木照子様
【個人】

埼玉県理容生活衛生同業組合所沢支部様、
太誠産業株式会社様、匿名1団体様

【団体】

◉ 
◉ 
◉

◉

・・・・ 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

所沢社協は地域と身近につながり、ふくしのまちづくりをすすめます
「アクティブシニアが活躍するまち、所沢」
わがまち掲示板／発達障害啓発週間
平成２９年度所沢市要約筆記者養成講習会
平成28年度社協会員会費のご報告／みなさまの善意


