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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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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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寄付報告　～みなさまの善意～

（平成２９年１１月１日～平成２９年１２月３１日受付分）

①社協への寄付合計　438,000円

斉藤武司様

こてかつ様、伸びのびところ様、所沢文化フォーラム様　他

矢﨑節子様

②愛の福祉基金への寄付合計　1,250,962円

【企業・団体】

【企業・団体】

【個人】

髙山もと様
【個人】 【個人】

ヤタケン99会様、所沢市文化フォーラム様、
スカイライズハンドメイドマーケット様　他

【企業・団体】

③こども未来基金への寄付合計　274,837円

④物品寄付

社協だより「ちゃお！」第84号 平成30年2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！』85号の発行は平成30年4月上旬を予定しています。次回、『ちゃお！』85号の発行は平成30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　社協 検索

買い物が終わり、店内の
休憩スペースでお喋りし
ながら帰りの車を待ちま
す。車の中でも「元気だっ
た？」「ちゃんと食べてる？」
とお互いの近況を気にか
けながら大賑わい。

車に貼る目印の
マグネット。地域
にある４つの高
齢者施設が協力
しています。

　富岡地区では、富岡福祉プロジェクト（富岡地域づくり協議会

地域福祉部会・富岡地域ケア会議合同会議）で「長距離を歩くのが大
変になって、買い物へ行くことができずに困っている高
齢者が地域にいる」という声が上がったことで、買い物
支援ボランティアの検討が始まりました。「どこの地域
で始めるのか？」「車はどうする？」「運転手は？」等と意見
交換を重ねてきたところ、地域の社会福祉法人が社会
貢献として、高齢者施設等のデイサービス送迎車等を
提供することとなり、住民の方々が企画の段階から参

加・協力して実現しました。平成２８年１１月に第１回目の
「ネオポリス買物支援隊」がスタート！現在は毎週水曜日
の午前中の２便制となり、スーパーマーケットとネオポリ
ス自治会を往復しています。
　便利な宅配などのサービスもありますが、実際に目で
見て“おいしそう”と思えることが大切です。「地域の人と
一緒に買い物に出かけることで、話ができる楽しみが増
えました。みんなの“生きがい”になっているんですよ」と
代表の島田さんは嬉しそうに語ってくださいました。

今日の夕飯は
何にしよう
かしら？

サポーターがつける腕章

　十二支をモチーフにした所沢社協
シンボルマークのデザイン募集を行っ
たところ、多くの方にご応募いただき
ました。入賞者は次のとおりです。最
優秀賞の鈴木さんの作品は、平成30
年度の「社協会員証」をはじめ、様々
な場面で登場する予定です。
お楽しみに！

平成30年度
所沢社協
シンボル
マーク

戌

公益社団法人所沢市シルバー人材センター所沢地区様、吾妻婦人会様、
自然を楽しむ会様、公益社団法人所沢市シルバー人材センター吾妻地区様、
新日本婦人の会所沢支部けやき班様、三ヶ島地区文化祭実行委員会様、
三ヶ島第1地区民生委員・児童委員協議会様、
所沢地区更生保護女性会三ヶ島地区様、地域福祉サロン・リンク様、
三ヶ島山草会様、トリプルナインみんなの家様、
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、
株式会社中央管財様、所沢商工会議所女性会様、所沢婦人クラブ様、
小手指中学校昭和42年度卒業生同窓会参加者一同様、

小原流所沢支部様、東京西武学館様、久米下組町内会様、
平成29年度新所沢東地区文化祭実行委員会様、
ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、所沢市農業祭実行委員会様、
フォークダンス同好会レインボー様、
西新井町馬頭観音様、所沢市茶道連盟様、所沢友和会様、
株式会社鉄信 所沢営業所様、山口三井長生クラブ様　他

アカシヤ会様、第一生命労働組合所沢支部様、
埼玉県理容生活衛生同業組合所沢支部様、JAいるま野所沢女性部様、
ボランティアグループあしたの会様、
ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様

優秀賞
居関 孝男さん

（京都市西京区在住）

優秀賞
越阪部 早苗さん

（所沢市牛沼在住）

ネオポリス自治会
手に取

って

買える喜び

十二支デザインが
決定しました！

富岡
地区

このお刺身
新鮮そうね

買い物の
様子

車に荷物を積んで、これから帰ります。車に荷物を積んで、これから帰ります。

鈴木 夢乃さん
（所沢市東所沢在住）

最優秀賞

ご応募いただいたみなさま、
ありがとうございました。
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週1回の買い物が待ち遠しい！（富岡福祉プロジェクト ネオポリス買物支援隊：富岡地区）
これならひとりご飯もいける!!（所沢地区）
住まいについてタウンミーティングを開催しました！（所沢・新所沢地区）
わたしのまちの車いすちょい借りステーション（安松町内会 交流館：松井地区）
地域福祉みらいフォーラムを開催します！／所沢市社会福祉協議会は法人化５０周年を迎えます！
平成30年度 所沢社協シンボルマーク 十二支デザインが決定しました！
寄付報告 みなさまの善意



わたしのまちの

　松井地区の安松町内会にある交流館では、
毎週木曜日１３時から『やすまつサロン』を開
催し、安松町内会の方を中心に、地域の方が
ちょっと立ち寄る地域の憩いの場になってい
ます。車いすステーションを設置したことで、
地域の方が急に必要になったときにちょっと
借りられて便利になりました。

安松町内会 交流館

安全で住みやすい住宅について考えてみよう！ 　平成30年3月に法人化50周年を迎えるにあたって、平
成２９年１１月２３日（祝）に所沢市こどもと福祉の未来館にて
記念式典を開催いたしました。記念講演として大橋謙策氏

（公益財団法人テクノエイド協会理事長・東北福祉大学大
学院教授・日本社会事業大学名誉教授）より、「これからの
地域福祉と社会福祉協議会の方向性」についてご講義をい
ただき、これからの社協の発展に向けて、厳しくも温かいお
言葉をいただきました。職員一同、身が引き締まると同時
に、これからの50年に向けて気持ちを新たにいたしました。

　これまで本会を支えて下さっ
た皆様に、厚く御礼申し上げる
とともに、今後とも引き続きよ
ろしくお願い申し上げます。
　今後、記念誌としてこれま
での歩みをまとめていく予定
です。

安松町内会『交流館』の外観安松町内会『交流館』の外観

　生活スキルアップトレーニングの一環として、クッキング教室を開催し、所沢地区の住民
でもある食生活アドバイザー小林さんから所沢市の郷土料理「とっちゃなげ」（すいとん）の
作り方を教えていただきました。近隣にお住いの住民のみなさんや地域福祉サポー
ター等、17人の方が参加され、鰹節と昆布の美味しいお出汁のとり方や食材の切り
方、食材や調味料を入れるタイミングなどについて学びました。

　世帯の変化から一人で食事をすることが多くなってきた昨今、
栄養が偏りがちになるので、日ごろの食生活を見直し、調理や栄
養の基礎を学ぶ機会は大切です。また、みんなで作って食べるこ
との楽しさとおいしさを改めて実感
できました。今後ランチ会を定期的
に開催することとなり、多世代での
地域交流の輪が広がっています。

　所沢社協は地域で活動している団体・組織等と連携しながら、誰もが参加できる支え合いの地域づくりを進めています。
　その一環として「NPO法人ところざわ福祉の住まいづくりをすすめる会（通称NPOとこすま）」と共催してタウンミーティ
ングを行ないました。「NPOとこすま」は高齢期にも地域で自立した暮らしが続けられるよう、手すりの設置や改修工事だ
けに頼らず、家具など家にあるものを有効活用して、相談者の生活スタイルと寄り添いながら安心できる住まいづくりをお
手伝いする団体です。
　車椅子利用でのちょっとした段差やトイレ・お風呂場での工夫などバリアフリーに関する事から施設の情報、体験談な

ど、住まいについての活発な意見交換ができました。

安松町内会のみなさん安松町内会のみなさん 木曜日の１５時からはこども
カフェもやっています！
木曜日の１５時からはこども
カフェもやっています！

～その一歩が大きな輪になる～

アクティブシニアが活き活き輝く！アクティブシニアが活き活き輝く！

地域福祉みらい
フォーラムを開催します！
地域福祉みらい

フォーラムを開催します！
日　　時

内　　容

平成30年３月３日（土）

会　　場 所沢市こどもと福祉の未来館

参加費無料
申込み不要
定員２００名

第1部１０：３０～１２：００　第２部１３：００～１５：００

・オープニング　アクティブシニアのダンス披露　
・第1部 基調講演 テーマ
　　「シニアエイジへの“食楽”と“動楽”のススメ」

・第２部 テーマ「地域で輝け！わたしの力」

各分科会にてボランティア団体等による活動発表
分科会① テーマ「こどもは地域の宝！こども支援活動」
分科会② テーマ「みんなが主役！活き活きサロン活動」
分科会③ テーマ「あんしん！地域のお助け活動」

＊お手伝いが必要な方は事前に下記までご連絡ください

講師 : 早稲田大学スポーツ科学学術院教授
　　　アクティヴ・エイジング研究所所長　　口 満氏

ナビゲーター ： 所沢市生活支援コーディネーター　　　　　

〒359-1112 所沢市泉町1861-1 こどもと福祉の未来館3階
●所沢市 福祉部 地域福祉センター
　　電　話：04-2922-2115 ＦＡＸ：04-2922-2195
●社会福祉法人所沢市社会福祉協議会　地域福祉推進課
　　電　話：04-2925-0041　ＦＡＸ：04-2925-3419

連
絡
先

所沢市社会福祉協議会は
法人化５０周年を迎えます！

住まいについてタウンミーティングを開催しました！住まいについてタウンミーティングを開催しました！住まいについてタウンミーティングを開催しました！

所沢地区（有楽町）での
開催時の様子（H29.11.29 ）

新所沢地区（緑町）での
開催時の様子（H30.1.16）

NPO法人 ところざわ福祉の住まいづくりをすすめる会
電話 ： 04-2942-5324（代表理事 伊藤 博 方）
E-mail ： tokofukusumai@gmail.com 

問合せ先

公益財団法人テクノエイド協会理事長 大橋謙策氏公益財団法人テクノエイド協会理事長 大橋謙策氏

小麦が所沢でよく食べられた由来や、そのほかの郷土料理についても
教えていただき、所沢市の食文化について知るきっかけになりました。
小麦が所沢でよく食べられた由来や、そのほかの郷土料理についても
教えていただき、所沢市の食文化について知るきっかけになりました。

みんなで分担して作ります。
お出汁を取った鰹節と昆布も無駄にせず、おいしい
ふりかけを作りました。

みんなで分担して作ります。
お出汁を取った鰹節と昆布も無駄にせず、おいしい
ふりかけを作りました。

車いすステーション
ちょい借り所沢地区

これなら

住民から
学ぶ

食生活アドバイザーの小林さん
クッキング教室で
つながりが
生まれました

所沢郷土料理『とっちゃなげ』（右上）

※みらいかんマルシェ
　（農産物などの販売）
　　もやっています！
11時～15時半（売切終了）

松井地区のその他のステーション
● 松井まちづくりセンター
● ウェルシア下安松店

● 和田三丁目自治会集会所
● デイサービスアリスサロン

（受付開始30分前）

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 84号 平成30年2月
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　　　アクティヴ・エイジング研究所所長　　口 満氏

ナビゲーター ： 所沢市生活支援コーディネーター　　　　　

〒359-1112 所沢市泉町1861-1 こどもと福祉の未来館3階
●所沢市 福祉部 地域福祉センター
　　電　話：04-2922-2115 ＦＡＸ：04-2922-2195
●社会福祉法人所沢市社会福祉協議会　地域福祉推進課
　　電　話：04-2925-0041　ＦＡＸ：04-2925-3419

連
絡
先

所沢市社会福祉協議会は
法人化５０周年を迎えます！

住まいについてタウンミーティングを開催しました！住まいについてタウンミーティングを開催しました！住まいについてタウンミーティングを開催しました！

所沢地区（有楽町）での
開催時の様子（H29.11.29 ）

新所沢地区（緑町）での
開催時の様子（H30.1.16）

NPO法人 ところざわ福祉の住まいづくりをすすめる会
電話 ： 04-2942-5324（代表理事 伊藤 博 方）
E-mail ： tokofukusumai@gmail.com 

問合せ先

公益財団法人テクノエイド協会理事長 大橋謙策氏公益財団法人テクノエイド協会理事長 大橋謙策氏

小麦が所沢でよく食べられた由来や、そのほかの郷土料理についても
教えていただき、所沢市の食文化について知るきっかけになりました。
小麦が所沢でよく食べられた由来や、そのほかの郷土料理についても
教えていただき、所沢市の食文化について知るきっかけになりました。

みんなで分担して作ります。
お出汁を取った鰹節と昆布も無駄にせず、おいしい
ふりかけを作りました。

みんなで分担して作ります。
お出汁を取った鰹節と昆布も無駄にせず、おいしい
ふりかけを作りました。

車いすステーション
ちょい借り所沢地区

これなら

住民から
学ぶ

食生活アドバイザーの小林さん
クッキング教室で
つながりが
生まれました

所沢郷土料理『とっちゃなげ』（右上）

※みらいかんマルシェ
　（農産物などの販売）
　　もやっています！
11時～15時半（売切終了）

松井地区のその他のステーション
● 松井まちづくりセンター
● ウェルシア下安松店

● 和田三丁目自治会集会所
● デイサービスアリスサロン

（受付開始30分前）

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 84号 平成30年2月
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所沢市社会福祉協議会の
シンボルマークです。

回覧

もくじ

平成30年
2月

※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329号
平成30年2月1日

NO.84

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。

1

寄付報告　～みなさまの善意～

（平成２９年１１月１日～平成２９年１２月３１日受付分）

①社協への寄付合計　438,000円

斉藤武司様

こてかつ様、伸びのびところ様、所沢文化フォーラム様　他

矢﨑節子様

②愛の福祉基金への寄付合計　1,250,962円

【企業・団体】

【企業・団体】

【個人】

髙山もと様
【個人】 【個人】

ヤタケン99会様、所沢市文化フォーラム様、
スカイライズハンドメイドマーケット様　他

【企業・団体】

③こども未来基金への寄付合計　274,837円

④物品寄付

社協だより「ちゃお！」第84号 平成30年2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！』85号の発行は平成30年4月上旬を予定しています。次回、『ちゃお！』85号の発行は平成30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　社協 検索

買い物が終わり、店内の
休憩スペースでお喋りし
ながら帰りの車を待ちま
す。車の中でも「元気だっ
た？」「ちゃんと食べてる？」
とお互いの近況を気にか
けながら大賑わい。

車に貼る目印の
マグネット。地域
にある４つの高
齢者施設が協力
しています。

　富岡地区では、富岡福祉プロジェクト（富岡地域づくり協議会

地域福祉部会・富岡地域ケア会議合同会議）で「長距離を歩くのが大
変になって、買い物へ行くことができずに困っている高
齢者が地域にいる」という声が上がったことで、買い物
支援ボランティアの検討が始まりました。「どこの地域
で始めるのか？」「車はどうする？」「運転手は？」等と意見
交換を重ねてきたところ、地域の社会福祉法人が社会
貢献として、高齢者施設等のデイサービス送迎車等を
提供することとなり、住民の方々が企画の段階から参

加・協力して実現しました。平成２８年１１月に第１回目の
「ネオポリス買物支援隊」がスタート！現在は毎週水曜日
の午前中の２便制となり、スーパーマーケットとネオポリ
ス自治会を往復しています。
　便利な宅配などのサービスもありますが、実際に目で
見て“おいしそう”と思えることが大切です。「地域の人と
一緒に買い物に出かけることで、話ができる楽しみが増
えました。みんなの“生きがい”になっているんですよ」と
代表の島田さんは嬉しそうに語ってくださいました。

今日の夕飯は
何にしよう
かしら？

サポーターがつける腕章

　十二支をモチーフにした所沢社協
シンボルマークのデザイン募集を行っ
たところ、多くの方にご応募いただき
ました。入賞者は次のとおりです。最
優秀賞の鈴木さんの作品は、平成30
年度の「社協会員証」をはじめ、様々
な場面で登場する予定です。
お楽しみに！

平成30年度
所沢社協
シンボル
マーク

戌

公益社団法人所沢市シルバー人材センター所沢地区様、吾妻婦人会様、
自然を楽しむ会様、公益社団法人所沢市シルバー人材センター吾妻地区様、
新日本婦人の会所沢支部けやき班様、三ヶ島地区文化祭実行委員会様、
三ヶ島第1地区民生委員・児童委員協議会様、
所沢地区更生保護女性会三ヶ島地区様、地域福祉サロン・リンク様、
三ヶ島山草会様、トリプルナインみんなの家様、
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、
株式会社中央管財様、所沢商工会議所女性会様、所沢婦人クラブ様、
小手指中学校昭和42年度卒業生同窓会参加者一同様、

小原流所沢支部様、東京西武学館様、久米下組町内会様、
平成29年度新所沢東地区文化祭実行委員会様、
ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様、所沢市農業祭実行委員会様、
フォークダンス同好会レインボー様、
西新井町馬頭観音様、所沢市茶道連盟様、所沢友和会様、
株式会社鉄信 所沢営業所様、山口三井長生クラブ様　他

アカシヤ会様、第一生命労働組合所沢支部様、
埼玉県理容生活衛生同業組合所沢支部様、JAいるま野所沢女性部様、
ボランティアグループあしたの会様、
ヤマザキ製パン従業員組合埼玉支部様

優秀賞
居関 孝男さん

（京都市西京区在住）

優秀賞
越阪部 早苗さん

（所沢市牛沼在住）

ネオポリス自治会
手に取

って

買える喜び

十二支デザインが
決定しました！

富岡
地区

このお刺身
新鮮そうね

買い物の
様子

車に荷物を積んで、これから帰ります。車に荷物を積んで、これから帰ります。

鈴木 夢乃さん
（所沢市東所沢在住）

最優秀賞

ご応募いただいたみなさま、
ありがとうございました。

◉ 
◉ 

◉

◉

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

・・・・・・・・・・ 3

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

週1回の買い物が待ち遠しい！（富岡福祉プロジェクト ネオポリス買物支援隊：富岡地区）
これならひとりご飯もいける!!（所沢地区）
住まいについてタウンミーティングを開催しました！（所沢・新所沢地区）
わたしのまちの車いすちょい借りステーション（安松町内会 交流館：松井地区）
地域福祉みらいフォーラムを開催します！／所沢市社会福祉協議会は法人化５０周年を迎えます！
平成30年度 所沢社協シンボルマーク 十二支デザインが決定しました！
寄付報告 みなさまの善意




