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ボランティアセンター

体験メニューは、市内ま
ちづくりセンターに配架
のほか、ホームページか
らもご覧になれます。

　ボランティア活動に関する通信を発行してい
ます。所沢市こどもと福祉の未来館をはじめ、ま
ちづくりセンターなどで配布しています。

も発行中！

　赤い羽根共同募金を利用し、新
規で立ち上げを行う地域福祉活動
へ助成を行います。
　地域でのサロン活動や配食活
動、単発の交流会などが対象です。

　こども未来基金を利用し、新
規でこどもの居場所づくりに取
り組む活動へ助成を行います。
　こども食堂や学習支援など
が対象です。

メール登録は
こちら

LINE登録は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
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。

福祉情報やボランティアに関する情報を動画で
配信しています。

YouTube配信は
こちら
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地域の人たちとのコミュニケーションや

ボランティアの体験でボランティアの楽

しさやおもしろさを学ぶことができた。

障がいがある人との

接し方を学べた。

ボランティア活動期間
7/25月～8/24水

ボランティア活動期間
7/25月～8/24水

受付開始
6/13月～
受付開始
6/13月～

昨年は、医療従事者へ

メッセージカードを作成しました

【会場】所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1・2号
■ 事前説明会

日程A
日程B
日程C
日程D

7月  2日（土）
7月  8日（金）
7月10日（日）
7月17日（日）

10：00～11：30
18：00～19：30
10：00～11：30
10：00～11：30

■ ボランティア体験の流れ

【会場】所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1・2号
■ 報告会・交流会

日程A
日程B
日程C
日程D

8月25日（木）
8月27日（土）
9月  4日（日）
９月  ４日（日）

10：00～11：30
10：00～11：30
10：00～11：30
13：30～15：00

❶体験したいメニュー等を申し込み、
事前説明会に参加
　説明会では、ボランティアの心構え
や体験の注意事項を確認します。
❷体験先に連絡（体験先によってはオリエン
　 テーション等があります）

ボランティア体験に
　  参加した方の声

体
験
前

❹アンケートの提出
❺活動を振り返ろう！ 
　報告会への参加

❸さぁ、ボランティア体験！ 
　決定したメニューに参加！

体
験

体
験
後

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

▶ 特集「誰ひとり取り残さない社会」の実現を目指します！
▶ 私たちがCSWです！
▶ こどもの居場所づくりを応援しています！
▶ インフォメーションコーナー
▶ 令和3年度所沢市社会福祉協議会事業報告・決算報告
▶ こんにちは! ボランティアセンターです★
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ひとり取り残さない社会」の

実現を目指します！

特集

寄り添う心から広がった
みんなの居場所
「ぴーす」
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寄り添う心から広がった
みんなの居場所
「ぴーす」

おしゃべり
サロン

トコろん元気百歳体操

お料理サロン

所沢市社会福祉協議会のシンボルマークです。

お料理サロンお料理サロン

新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が
できました！！
スペースの貸し出しを行い、こども食堂、高齢
者の居場所等を支援しています。

新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が
できました！！
スペースの貸し出しを行い、こども食堂、高齢
者の居場所等を支援しています。
詳細は6ページをご覧ください。詳細は6ページをご覧ください。

こどもも
大人も

所沢社協だより「ちゃお！」は、
共同募金配分金を活用しています。

本紙では、固有の名称を除き「障が
い」と表記します。

「誰
ボランティアの立ち上げ団体募集！

　一般的に「自発的な意志に基づいて、人や社会に貢献
すること」と言われています。ボランティア活動は地域
や社会をよりよくしていくことに役立つとともに、活動
する自分自身も豊かにしてくれる力を持っています。

ボランティアって？

★児童館や学童クラブでのあそぶボランティア
★障がい・高齢者施設での作業体験 等
★地域のボランティア活動へ参加し準備や片付け

主な体験
メニュー

高齢者施設に、
季節の製作物を
　送りました。

ボランティアや地域の情報を手軽に受け取れます!  ご登録お願いします!!

申込みはこちらから

先着順



「誰ひとり 取り残さない   社会」
　新型コロナウイルスによる感染拡大の長期化により、暮らし向きが悪化した人々の孤立・孤独の問題が 深刻になっています。こうした社会的孤立
の状態は、地域とのつながりがなく、助けを求められずに解決の糸口がつかめない、「誰にも助けを求めら れない人たち」を生み出します。
　今回の特集では、個別の事例を通して所沢社協の取り組みを紹介します。

《問い合わせ》所沢市あったかサポートセンター
TEL 04-2968-3960  FAX 04-2923-4780

ホームページはこちら➡

　民生委員のAさんは、見守り活動の一環として地域の高齢者を訪問しています。
その中で一軒気になるお宅がありました。80代のご夫婦で、夫であるBさんは認
知症が進んだ妻の介護を一人で担っているようです。訪問したとき、家の中は散ら
かった状態で、Bさんは家事と介護に疲れ切っていました。

《相談後の経過》Aさんは所沢社協のCSW（注1）に相談をしました。CSWと関係機関が連携し、介護保
険サービスを利用することで、Bさんの介護負担の軽減を行いました。地域で孤立し、誰にも相談できず
にいたBさんが地域とつながるために「みんなの居場所ぴーす」で行っている活動を紹介しました。
　するとBさんは、時間があるときに顔を出し活動に参加するようになりました。今では、相談できる仲
間ができました。

どのような制度やサービスがあるか
分からなかった。民生委員が訪問している様子

注目の
キーワード

令和４年度CSW

（注1）「CSW（コミュニティーソーシャルワーカー）」とは、困りごとを抱える
人に寄り添いながら、その解決に向け、地域の方と一緒に新しい仕
組みづくりを行う専門職です。詳細は4ページをご覧ください。

（注2）「フードパントリー」とは、ひとり親家庭や支援が必要な家
庭に対して食料品を無料または低額で配布する活動の
ことです。所沢市内でも13の団体が活動しています。

（注3）「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の
世話などを日常的に行っているこども（１８歳未満）のことです。支援の対
象となるのはケアを担うこどもだけでなく、その家族も含まれます。

（注4）「所沢市ファミリー・サポート・センター」とは、お
互い会員となって一時的にこどもを預かる会員
組織です。詳細は５ページをご覧ください。

社会的孤立をなくすために社会的孤立をなくすために
日頃からあいさつや声かけなどを通して、
お互いが気にかけあう関係づくりに努めよう！

地域で開催されている活動に参加してみよう！

近所等で気になる方や心配な方に気づいたら、
迷わず所沢社協に相談してみよう！

こんなことから
    はじめてみよう!
こんなことから
    はじめてみよう!

　生活に問題や不安を抱えている方
やそのご家族、周囲の方の相談も伺
います。外出が難しい場合は、相談員
がご自宅に訪問します。ご本人の思
いを尊重しながら、自立に向けた目標
やプランを一緒に考えています。

《問い合わせ》福祉の相談窓口
TEL 04-2941-6366  FAX 04-2923-4780

ホームページはこちら➡

福祉の相談窓口
　福祉に関することで、どこに相談すれば
いいのかわからない時もご相談ください。
　相談内容に合わせて様々な制度の紹介
や関係機関をご案内します。困っているこ
とや悩んでいることに応じて、担当職員が
話を伺います。

・認知症や、障がいが
あるなどで

  判断能力に不安が
ある

・障がいがあっても仕
事がしたい

・イベントや通院の時
に手話通訳、

  要約筆記を希望した
い

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

ホームページはこちら➡

　高齢者サロンやこ
どもの居場所（こども
食堂・フードパント
リー・学習支援等）の
立ち上げ支援、助成金
の申請、ボランティア
相談等つながりづくり
を応援しています。

《問い合わせ》あったかサポート「りーち！」
TEL/FAX 04-2968-3773 ホームページはこちら⬆

　一人ひとりが抱える課題に寄り添い、ご本人のペースにあわせた支
援をしています。例えば、ひとりでゆっくり過ごしたい等の自由な居場
所（フリースペース）や、「朝活」「夕活」「軽作業」等就労準備支援を行っ
ています。併せて、ご家族への支援も行います。

地域資源
ブックマーク

みんなの居場所ぴーすで
体操を行っている様子

（事例は一部編集しています）民生委員の訪問から
　所沢社協CSWへつながったケース

　地域でフードパントリー（注2）を実施している団体の代表Cさんのところに、シングルマザーのDさんから「パン
トリーを利用したい」と連絡がありました。
　Dさんは、パート勤めをしながら、２人のこども（姉弟）を育てています。中学生の姉は、働く母親の代わりに小
学生の弟の面倒を見ている「ヤングケアラー」（注3）です。受験を控えていますが、金銭的な理由から塾に通えず
進路に悩んでいます。弟は不登校気味で、学校に行ったり、行かなかったりしています。
　Dさん家族の問題はひとつではなく、複雑に絡み合い、地域から孤立し、誰にも相談できずにいました。

《相談後の経過》Dさんの同意を得て、Cさんは、所沢社協のCSWに相談しました。所沢社協の
CSWは、Dさんの帰りが遅いときは「所沢市ファミリー・サポート・センター」（注4）に弟の預かりをお
願いすることを提案しました。また、姉には地域で行われている学習支援の紹介をしました。
　そして経済的な問題については、「所沢市あったかサポートセンター（福祉の相談窓口内）」と連
携をしながら、支援を行っています。

いろいろな問題を整理して、一緒に考えてくれる人が
いなかった。ずっと誰かに助けてほしかった。

フードパントリーの様子

（事例は一部編集しています）こども食堂を通じて
　所沢社協の支援につながったケース

　地域でフードパントリー

問題は食べ物
だけではない

かも…

気になるお宅
があるのよね

こどもに迷惑を

掛けたくないけど、

介護は大変。

どうしたら…。

コロナ禍で業績が悪化。

生活が苦しい。

どうしてBさんは、
孤立してしまったのでしょう？
どうしてBさんは、
孤立してしまったのでしょう？

？

どうしてDさんは、
孤立してしまったのでしょう？
どうしてDさんは、
孤立してしまったのでしょう？

？
詳細は
こちら⬇

簡単にできる

あったかサポート「りーち！」

所沢市あったかサポートセンター

CSW・ボランティアセンター

の実現を目指します！の実現を目指します！

・コロナ禍で収入が
減ってしまった

・仕事がなくなってし
まった

・明日食べるものがな
い

・ひきこもり状態  ・人
とうまく話せない

・生活リズムが崩れて
いる

・活動場所が欲しい

・ボランティアに関す
る相談がしたい

・助成金について知
りたい

コロナ禍による「社会的孤立」を防ぐ！ 皆さんも一緒に    考えてみませんか？

詳細はお問い合わせください。

ひとりで悩まず、まずはご相談ください！ひとりで悩まず、まずはご相談ください！

各窓口は 相談無料！ 秘密厳守！
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所（フリースペース）や、「朝活」「夕活」「軽作業」等就労準備支援を行っ
ています。併せて、ご家族への支援も行います。

地域資源
ブックマーク

みんなの居場所ぴーすで
体操を行っている様子

（事例は一部編集しています）民生委員の訪問から
　所沢社協CSWへつながったケース

　地域でフードパントリー（注2）を実施している団体の代表Cさんのところに、シングルマザーのDさんから「パン
トリーを利用したい」と連絡がありました。
　Dさんは、パート勤めをしながら、２人のこども（姉弟）を育てています。中学生の姉は、働く母親の代わりに小
学生の弟の面倒を見ている「ヤングケアラー」（注3）です。受験を控えていますが、金銭的な理由から塾に通えず
進路に悩んでいます。弟は不登校気味で、学校に行ったり、行かなかったりしています。
　Dさん家族の問題はひとつではなく、複雑に絡み合い、地域から孤立し、誰にも相談できずにいました。

《相談後の経過》Dさんの同意を得て、Cさんは、所沢社協のCSWに相談しました。所沢社協の
CSWは、Dさんの帰りが遅いときは「所沢市ファミリー・サポート・センター」（注4）に弟の預かりをお
願いすることを提案しました。また、姉には地域で行われている学習支援の紹介をしました。
　そして経済的な問題については、「所沢市あったかサポートセンター（福祉の相談窓口内）」と連
携をしながら、支援を行っています。

いろいろな問題を整理して、一緒に考えてくれる人が
いなかった。ずっと誰かに助けてほしかった。

フードパントリーの様子

（事例は一部編集しています）こども食堂を通じて
　所沢社協の支援につながったケース問題は食べ物

だけではない
かも…

気になるお宅
があるのよね

こどもに迷惑を

掛けたくないけど、

介護は大変。

どうしたら…。

コロナ禍で業績が悪化。

生活が苦しい。

どうしてBさんは、
孤立してしまったのでしょう？
どうしてBさんは、
孤立してしまったのでしょう？

？

どうしてDさんは、
孤立してしまったのでしょう？
どうしてDさんは、
孤立してしまったのでしょう？

？
詳細は
こちら⬇

簡単にできる

あったかサポート「りーち！」

所沢市あったかサポートセンター

CSW・ボランティアセンター

の実現を目指します！の実現を目指します！

・コロナ禍で収入が
減ってしまった

・仕事がなくなってし
まった

・明日食べるものがな
い

・ひきこもり状態  ・人
とうまく話せない

・生活リズムが崩れて
いる

・活動場所が欲しい

・ボランティアに関す
る相談がしたい

・助成金について知
りたい

コロナ禍による「社会的孤立」を防ぐ！ 皆さんも一緒に    考えてみませんか？

詳細はお問い合わせください。

ひとりで悩まず、まずはご相談ください！
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各窓口は 相談無料！ 秘密厳守！



　安心して子育てができる地域の環境づくりを進めるために、育児の
支援を受けたい方（利用会員）に、育児支援をしたい方（援助会員）を
紹介しています。
　利用会員、援助会員ともに、あらかじめ登録が必要となります。
　利用料金等の詳細はお問い合わせください。

私たちがCSWです！

柳瀬

富岡

並木

　松井

吾妻

所沢

新所沢東
新所沢

三ヶ島 小手指

山口

ふくし学習とは…
　ふくしは高齢者や障がい者などの特定の人のことを指
す言葉ではなく、「共に支え合い、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ていくことを目指しています。

　相談支援や、見守り、安否確認のほか、必要
な支援を提供するために訪問等を行います。

相談者宅へ外出等

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

ホーム
ページは
こちら⬇

所沢市出身

　新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、支援が必要なこどもた
ちとつながりが希薄になっています。これまで築いてきたつながりを絶や
さないよう、地域のボランティアが活動しています。ぜひ、「所沢市こども
未来基金」を通して、こどもたちへの支援にご協力をお願いします。

　市内で「こども食堂（フードパント
リー）」「学習支援」「プレイパーク（遊
び場）」を運営している23団体が参
加しました。
　コロナ禍での活動について、「今
までのように自由度がない中で、つ
ながりが薄れていることが心配」「感染対策や時間
を短くして開催する工夫を行った」等、活発な意見
交換と情報共有が行われました。
　また、団体同士のつながりづくりにもなりました。

　子育てに不安を抱え
ている家庭が増えてい
ます。そんな親子のサ
ポートを行っています。

〈預かり〉保護者の外出やリフレッシュ、
　　　　兄弟行事の預かり
〈送迎〉保育施設・学校施設・習い事等（徒歩）
〈沐浴〉沐浴のお手伝い

　「１日１食しか食べられない」「こどもだけでの孤食」……そん
なニュースが私を突き動かしました。この基金を通じて1人でも
多くのこどもたちが、当たり前のように、食べ・笑い・勉強でき、
すくすくと育っていける地域になることを願っています。
　今後も競輪選手として地元を応援し、こどもたちの憧れとな
る選手を目指して走ります！

不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

勉強を教えてもらい、
自信がつきました。
勉強を教えてもらい、
自信がつきました。

こども食堂で友達と一緒に
ご飯が食べられて楽しい！
こども食堂で友達と一緒に
ご飯が食べられて楽しい！

育児援助を
行いたい方

育児援助を
受けたい方

援助の依頼

ファミリー・サポート・センター

援助の提供

援助の
一例

《問い合わせ》所沢市ファミリー・サポート・センター
TEL：04-2921-0070　FAX：04-2921-0076
開所時間8：30～17：00（土・日・祝・年末年始を除く）

《問い合わせ》  企画総務課
TEL：04-2926-8202   FAX：04-2925-3419
メール：8202t@toko-shakyo.or.jp

コロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくり

情報交換会の様子情報交換会の様子

　こどもたちのつながりづくりや世代間交流だけでなく、地域住
民の生きがいづくりにもなっています。

「所沢市こども未来基金」とは…「所沢市こども未来基金」とは…

寄付者からの
メッセージ

　孫の誕生日をきっかけに寄付をしました。地域の
こどもたちのために使ってもらいたいです。

市民の声

　誰もが暮らしやすい地域を目指して
個人の困りごとを地域の課題として捉え、様々な関係機関や住民と連携
しながら解決に向けて仕組みづくりを行う専門職です。
　生活上の困りごとや地域で孤立している方への支援、こども食堂の立
ち上げや多世代の交流の場づくりを行いながら、誰もが暮らしやすい地
域づくりに取り組みます。

《問い合わせ》

地域福祉推進課
TEL 04-2925-0041  
FAX 04-2925-3419
受付時間 8：30～17：15
（土・日・祝・年末年始を除く）

相談者宅へ外出等
CSWコミュニティソーシャル

ワーカーのとある一日

　市内小中学校等で地域共生社会の実現
に向けたプログラムを展開しています。

小学校でのふくし学習

　まちづくりを推進するため、会議の打ち合
わせや情報共有を行います。

まちづくりセンターとの連携

　CSWと地域住民が協働し、地域のこども食堂
等を通じて、困窮世帯や支援を必要とするこども
のいる世帯等に食料品配布を行っています。

こども食堂でのフードパントリー

　CSW間で情報共有や事例検討
を行います。

CSWミーティング

だんの
らしの
あわせ

ふくしは…

と伝えています。

ふ
く
し

TEL.070-3876-0228

TEL.070-3876-0229

新所沢地区

新所沢東地区

保科CSW
ほしな TEL.070-

     3876-0223

小手指地区

岡田CSW
おかだ

TEL.070-
     3876-0225

吾妻地区

栗原CSW
くりはら

TEL.070-
     3876-0231

並木地区

江畑CSW
えばた

TEL.070-
     3876-0226

柳瀬地区

河野CSW
かわの

TEL.070-
     3876-0224

山口地区

池畑CSW
いけはた

TEL.070-
     3876-0230

所沢地区

菅野CSW
すがの

TEL.070-
     3876-0227

三ヶ島地区

森CSW
もり

TEL.070-
     3876-0222

富岡地区

穐本CSW
あきもと

TEL.070-
     2173-0221

松井地区

竹澤CSW
たけざわ

こどもの居場所づくりを
応援しています！

こどもの居場所づくりを
応援しています！

ご協力をお願いしますご協力をお願いします

こんな活用がされていますこんな活用がされています

寄
付
の
方
法

●現金でのご寄付
窓口（所沢市こどもと福祉の未来館3階）にご持参ください。

●振り込みでのご寄付
TEL、FAX、メール等で、企画総務課まで一度お問い合わせ
ください。振込先の口座番号等をご案内します。

　こどもの福祉の推進を目的として平成29年４月に立ち上げました。
皆さんから寄せられた寄付は、こども食堂や学習支援など、こどもの
福祉に取り組むボランティア活動への支援の財源になります。

所沢市ファミリー・サポート・センターへ！所沢市ファミリー・サポート・センターへ！

CSWとは…

コミュニティソーシャルワーカー

三ヶ島

 Cこまったと
きの　

   Sそうだんは
　

Wわたしたち
へ

 Cこまったと
きの　

   Sそうだんは
　

Wわたしたち
へ

子育ての
お手伝いをしたい！
してもらいたい！

親子で集える
　　  居場所づくりを進めています！
親子で集える
　　  居場所づくりを進めています！

「所沢市こどもの居場所情報交換会」を
開催しました。
「所沢市こどもの居場所情報交換会」を
開催しました。

詳細は、お問い合わせください。
例えば…　
●団体の開設に向けた立ち上げ支援
●こども食堂・フードパントリーを
　運営している団体へ食料品の提供
●助成金の情報提供
●居場所を必要としている人と
　支援者、団体のマッチング

こどもの
「食」や「学び」を
支えたい！

女子競輪の高橋梨香選手
ガールズケイリンガールズケイリン

ホーム
ページは
こちら⬇



　安心して子育てができる地域の環境づくりを進めるために、育児の
支援を受けたい方（利用会員）に、育児支援をしたい方（援助会員）を
紹介しています。
　利用会員、援助会員ともに、あらかじめ登録が必要となります。
　利用料金等の詳細はお問い合わせください。

私たちがCSWです！

柳瀬

富岡

並木

　松井

吾妻

所沢

新所沢東
新所沢

三ヶ島 小手指

山口

ふくし学習とは…
　ふくしは高齢者や障がい者などの特定の人のことを指
す言葉ではなく、「共に支え合い、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ていくことを目指しています。

　相談支援や、見守り、安否確認のほか、必要
な支援を提供するために訪問等を行います。

相談者宅へ外出等

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

ホーム
ページは
こちら⬇

所沢市出身

　新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、支援が必要なこどもた
ちとつながりが希薄になっています。これまで築いてきたつながりを絶や
さないよう、地域のボランティアが活動しています。ぜひ、「所沢市こども
未来基金」を通して、こどもたちへの支援にご協力をお願いします。

　市内で「こども食堂（フードパント
リー）」「学習支援」「プレイパーク（遊
び場）」を運営している23団体が参
加しました。
　コロナ禍での活動について、「今
までのように自由度がない中で、つ
ながりが薄れていることが心配」「感染対策や時間
を短くして開催する工夫を行った」等、活発な意見
交換と情報共有が行われました。
　また、団体同士のつながりづくりにもなりました。

　子育てに不安を抱え
ている家庭が増えてい
ます。そんな親子のサ
ポートを行っています。

〈預かり〉保護者の外出やリフレッシュ、
　　　　兄弟行事の預かり
〈送迎〉保育施設・学校施設・習い事等（徒歩）
〈沐浴〉沐浴のお手伝い

　「１日１食しか食べられない」「こどもだけでの孤食」……そん
なニュースが私を突き動かしました。この基金を通じて1人でも
多くのこどもたちが、当たり前のように、食べ・笑い・勉強でき、
すくすくと育っていける地域になることを願っています。
　今後も競輪選手として地元を応援し、こどもたちの憧れとな
る選手を目指して走ります！

不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

勉強を教えてもらい、
自信がつきました。
勉強を教えてもらい、
自信がつきました。

こども食堂で友達と一緒に
ご飯が食べられて楽しい！
こども食堂で友達と一緒に
ご飯が食べられて楽しい！

育児援助を
行いたい方

育児援助を
受けたい方

援助の依頼

ファミリー・サポート・センター

援助の提供

援助の
一例

《問い合わせ》所沢市ファミリー・サポート・センター
TEL：04-2921-0070　FAX：04-2921-0076
開所時間8：30～17：00（土・日・祝・年末年始を除く）

《問い合わせ》  企画総務課
TEL：04-2926-8202   FAX：04-2925-3419
メール：8202t@toko-shakyo.or.jp

コロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくり

情報交換会の様子情報交換会の様子

　こどもたちのつながりづくりや世代間交流だけでなく、地域住
民の生きがいづくりにもなっています。

「所沢市こども未来基金」とは…「所沢市こども未来基金」とは…

　「１日１食しか食べられない」「こどもだけでの孤食」……そん
なニュースが私を突き動かしました。この基金を通じて1人でも

寄付者からの
メッセージ

　孫の誕生日をきっかけに寄付をしました。地域の
こどもたちのために使ってもらいたいです。

市民の声

　誰もが暮らしやすい地域を目指して
個人の困りごとを地域の課題として捉え、様々な関係機関や住民と連携
しながら解決に向けて仕組みづくりを行う専門職です。
　生活上の困りごとや地域で孤立している方への支援、こども食堂の立
ち上げや多世代の交流の場づくりを行いながら、誰もが暮らしやすい地
域づくりに取り組みます。

《問い合わせ》

地域福祉推進課
TEL 04-2925-0041  
FAX 04-2925-3419
受付時間 8：30～17：15
（土・日・祝・年末年始を除く）

CSWコミュニティソーシャル
ワーカーのとある一日

　市内小中学校等で地域共生社会の実現
に向けたプログラムを展開しています。

小学校でのふくし学習

　まちづくりを推進するため、会議の打ち合
わせや情報共有を行います。

まちづくりセンターとの連携

　CSWと地域住民が協働し、地域のこども食堂
等を通じて、困窮世帯や支援を必要とするこども
のいる世帯等に食料品配布を行っています。

こども食堂でのフードパントリー

　CSW間で情報共有や事例検討
を行います。

CSWミーティング

だんの
らしの
あわせ

ふくしは…

と伝えています。

ふ
く
し

TEL.070-3876-0228

TEL.070-3876-0229

新所沢地区

新所沢東地区

保科CSW
ほしな TEL.070-

     3876-0223

小手指地区

岡田CSW
おかだ

TEL.070-
     3876-0225

吾妻地区

栗原CSW
くりはら

TEL.070-
     3876-0231

並木地区

江畑CSW
えばた

TEL.070-
     3876-0226

柳瀬地区

河野CSW
かわの

TEL.070-
     3876-0224

山口地区

池畑CSW
いけはた

TEL.070-
     3876-0230

所沢地区

菅野CSW
すがの

TEL.070-
     3876-0227

三ヶ島地区

森CSW
もり

TEL.070-
     3876-0222

富岡地区

穐本CSW
あきもと

TEL.070-
     2173-0221

松井地区

竹澤CSW
たけざわ

寄付者からの

こどもの居場所づくりを
応援しています！

こどもの居場所づくりを
応援しています！

ご協力をお願いしますご協力をお願いします

こんな活用がされていますこんな活用がされています

寄
付
の
方
法

●現金でのご寄付
窓口（所沢市こどもと福祉の未来館3階）にご持参ください。

●振り込みでのご寄付
TEL、FAX、メール等で、企画総務課まで一度お問い合わせ
ください。振込先の口座番号等をご案内します。

　こどもの福祉の推進を目的として平成29年４月に立ち上げました。
皆さんから寄せられた寄付は、こども食堂や学習支援など、こどもの
福祉に取り組むボランティア活動への支援の財源になります。

所沢市ファミリー・サポート・センターへ！所沢市ファミリー・サポート・センターへ！

CSWとは…

コミュニティソーシャルワーカー

 Cこまったと
きの　

   Sそうだんは
　

Wわたしたち
へ

 Cこまったと
きの　

   Sそうだんは
　

Wわたしたち
へ

子育ての
お手伝いをしたい！
してもらいたい！

親子で集える
　　  居場所づくりを進めています！
親子で集える
　　  居場所づくりを進めています！

情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子情報交換会の様子

「所沢市こどもの居場所情報交換会」を
開催しました。
「所沢市こどもの居場所情報交換会」を
開催しました。

詳細は、お問い合わせください。
例えば…　
●団体の開設に向けた立ち上げ支援
●こども食堂・フードパントリーを
　運営している団体へ食料品の提供
●助成金の情報提供
●居場所を必要としている人と
　支援者、団体のマッチング

コロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくりコロナ禍による屋外での居場所づくり

親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える親子で集える
　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！　　  居場所づくりを進めています！

こどもの
「食」や「学び」を
支えたい！

女子競輪の高橋梨香選手
ガールズケイリンガールズケイリン

ホーム
ページは
こちら⬇



　市の指定管理制度を受けて所沢社協が運営している3施設（「手し
ごと展」に参加）の自主生産品を、正解者の中から30名様にプレゼン
トします。各施設では、障がいのある方が住み慣れた地域でその人ら
しく暮らし、充実した日中活動が
送れるように支援しています。

　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
推進する福祉団体です。市民の皆さまをはじめ、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。令和3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。
　本会の目的に賛同
し、会員にご加入いただ
きました方々は次のと
おりです。

〒359-1112  所沢市泉町1861-1
所沢市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

　市内の13の障がい者施設が参加し、
「ぬくもりの輪・和・話」をテーマとした障
がい者による作品の展示・即売会を行
う手しごと展が、所沢市観光情報・物産
館YOT-TOKOに出店しています。

令和3年度事業報告・　
決算報告はこちらから➡

CSW★ラボは　
こちらから➡

自治会・民生委員をはじめ、多くの方にご協力いただきました。ありがとうございました。
会費・共同募金・寄付につきましては、こども支援や様々な社会福祉事業に積極的に活用させて頂きます。

　皆さまにご支援・ご協力いただいた募金は、一人暮ら
しの高齢者を見守る活動やサロン活動、障がい者施設の
整備のほか、災害ボランティア推進など市内の身近な福
祉活動に役立てられています。皆さまの温かいご支援に
感謝申し上げます。

●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。

手しごと展のブース手しごと展のブース

自主生産品を
作製している様子
自主生産品を
作製している様子

受講者
募集

寄付報告
皆さまの善意
令和4年3月1日
～5月31日

募金種別 実績額
戸別募金
街頭募金
学校募金
職域募金
法人募金
個人大口募金
合計

10,478,263円
120,187円
138,325円

1,093,125円
2,373,516円
644,039円

14,847,455円

赤い羽根募金実績

募金種別 実績額
令和2年7月豪雨災害義援金
令和3年7月大雨災害義援金（静岡県）
令和3年8月大雨災害義援金（中央共募）
合計

1,814円
20,000円
6,209円
28,023円

災害義援金実績

募金種別 実績額
戸別募金
街頭募金
個人大口募金
合計

9,790,580円
10,014円
13,000円

9,813,594円

歳末たすけあい募金実績

令和３年度 所沢市社会福祉協議会 事業報告・決算報告令和３年度 所沢市社会福祉協議会 事業報告・決算報告

令和3年度 共同募金に
ご支援・ご協力いただきありがとうございました！

令和3年度 社協会員会費実績のご報告

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。

　　　　　　　　 7企業・法人・団体、個人3名
（学）秋草学園福祉教育専門学校様・（有）アルクハウジング様・（福）栄光会様・柴田勲様・（福）聖久会様・所沢
地区更生保護女性会様・所沢地区保護司会所沢三芳支部様・仲志津江様・原紘一様・みらい薬局西所沢店様

特別賛助会員

　　　　　　　　 10企業・法人・団体、個人43名
青木照子様・旭設備機工株式会社様・新井花子様・市川寶様・伊藤仁様・伊藤博様・伊藤範子様・上田之雄様・株
式会社ウェルグルーヴデイサービス彩り様・大野美千惠様・小野幸江様・小畑里子様・影山博安様・金子和広様・
河野博明様・北良恵様・木下せつ子様・久保田千恵子様・倉田道世様・小島良太様・小宮君江様・斎藤千代一様・
さんとめキララサポーターズ様・失語症を支えるボランティアの会様・障害者をバックアップする会（エレファン
ト）様・鈴木賀代子様・高野実様・竹内俊和様・田中正幸様・田中保三様・常岡勝己様・所沢市聴覚障害者協会様・
所沢ニュータウンふれあい会様・那須一則様・二村兼弘様・東狭山ヶ丘サロン様・久野一孝様・藤野啓子様・藤本
茂様・藤原利宣様・本間和子様・前田浩樹様・まつい茶の花サロン様・丸山和彦様・水村きのえ様・三上惠國様・
宮崎加代子様・森田明彦様・安田美代子様・山内善雄様・山﨑淸様・朗読の会「四季」様・若狭良江様

賛助会員

決
算
報
告

事
業
報
告

生活困窮者への支援 
●生活困窮者の自立に向けた
　相談支援回数　14,977件
●緊急援護金支給　253件
●フードドライブ　622件
●緊急小口資金特例貸付決定　1,144件
●総合支援資金特例貸付決定　3,162件
　（初回、延長、再貸付含む）

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
●個別支援　3,674件
●地域の実態把握及び支援
●「CSW★ラボ」のオンライン開催
●「CSW報告書」の作成

笑顔でごはんフードパントリー
「所沢市愛の福祉基金」を財源に、こども食堂等を通じて
10団体に食料品を届け、必要な支援を行いました。
●食料品配布　116回（2,048世帯）
●お弁当配布　  57回（1,261食）

令和３年度 寄付合計
種別 件数 金額

35件
41件
83件

649,094円
2,347,519円
2,543,795円

一般寄付
愛の福祉基金
こども未来基金

今回の記事を読んで、当てはまる文字を
いれ、言葉を完成させてください。

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度

「手しごと展」が
ＹＯＴ-ＴＯＫＯに出店！

「手しごと展」が
ＹＯＴ-ＴＯＫＯに出店！

　『認知症サポーター』は、何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、自分ができる範
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。

【日時】8月31日（水） 14：00～15：30
　　　※8月1日（月）より申込受付開始
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館1階  多目的室1・2号
【定員】40名（申し込み先着順）　【参加費】無料
【問い合わせ】地域福祉推進課　所沢市認知症サポーター養成講座事務局
ＴＥＬ 04‐2925‐0041　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得世帯、障がい者世帯または高齢
者世帯に対し、資金の貸付けと相談支援を行い、安定した生活と経済的
自立を図ることを目的としています。
　申込みから償還完了まで、関係機関と連携して相談に応じています。
まずはお気軽にご相談ください。 ※貸付のため、償還（返済）が必要です。

【貸付対象・世帯】・低所得者世帯 ・障がい者世帯 ・高齢者世帯
【貸付の種類】・総合支援資金 ・福祉費 ・緊急小口資金 
・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金
【問い合わせ】相談支援課　ＴＥＬ 04‐2968‐3960　ＦＡＸ 04‐2923‐4780
メール 3960s@toko-shakyo.or.jp

　ひとり親家庭等を対象に食料品の提供と併せ、一人
ひとりのニーズに合った支援に繋げていけるよう専門
機関の相談支援が受けられる拠点としています。

【日時】8月3日（水）13：00～19：00　12月、令和5年3月
※2回目以降の申込みは開催1ヶ月前を目安にホームページをご確認ください。
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館3階
【対象】所沢市に在住し、児童扶養手当受給者（世帯）等で事前申込をした方
【申込方法】原則、本会のLINEによる申込フォーム
【問い合わせ】地域福祉推進課　
ＴＥＬ 04‐2925‐0041  ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が不十分になった
方が安心して暮らせるように、成年後見制度等に関するご相談をお受けして
います。「判断能力に不安があり、契約や財産管理、日常的な金銭管理等が心
配」「将来の備えとして知りたい」等のご相談に対応します。また、現在後見人
等を受任しているご親族の方や専門家の方も、お気軽にご利用ください。

【日時】月曜日から金曜日　9：00～18：00
（祝祭日及び年末年始を除く）
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館1階　
福祉の相談窓口内
【問い合わせ】相談支援課  
ＴＥＬ 04‐2929-1711　
ＦＡＸ 04‐2923-4780

「子育て応援」 フードパントリー「子育て応援」 フードパントリー
所沢市成年後見センター所沢市成年後見センター

【場所】所沢市観光情報・物産館 YOT－TOKO
【問い合わせ】企画総務課　ＴＥＬ 04‐2926‐8202　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が出来ました。現在、地域の方が
主催で行う「百歳体操」や「学習支援」が開催されています。
　活動場所を探しているボランティア団体や新しく居場所づくりを考えている
住民の方へスペースの貸し出しも行っています。
　また、毎週火曜日の午後はCSWが常駐
し、フリースペースを開催していますので
お気軽にお立ち寄りください。

みんなの居場所 「ぴーす」みんなの居場所 「ぴーす」

【場所】松葉町8-4 ハイツ河合101
（新所沢駅東口より徒歩5分程度）
【問い合わせ】地域福祉推進課  
ＴＥＬ 04‐2925‐0041　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

新規事業開設！
ひとり親家庭対象

令和４年６月開設！

（種類は選べません）

●所沢市立きぼうの園（就労継続支援B型事業所）
●所沢市立こあふる ●所沢市立プロペラ（生活介護事業所）
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愛の福祉基金への寄付／合計 1,345,000円

団体 株式会社中央管財様、武州ガス株式会社様

個人 大舘忠平様、足立圭子様、匿名2名様

こども未来基金への寄付／合計 639,137円

団体 所沢三田会様、所沢文化フォーラム様、わせがく高等学校
所沢キャンパス様、お達者倶楽部花園会様、八王子会様、
埼玉県生長の家白鳩会所沢総連様、新所沢ロータリーク
ラブ様、とことこまちづくり実行委員会様、匿名4団体様

個人 髙橋様、畔栁和子様、匿名10名様

一般寄付／合計（社協・社協施設） 149,394円

団体 生き活きサロン 代表 柴田勲様、所沢地区更生保護女
性会様、東京キリンビバレッジサービス株式会社様

個人 匿名4名様

物品寄付

団体 株式会社システムネットワーク様
（かしの木学園へ寄付）かしの木学園父母の会様
（きぼうの園へ寄付）リニューアルトーヨー株式会社様

個人 匿名2名様
（かしの木学園へ寄付）山下信寿様

（五十音順）

（五十音順）

収入合計  1,367,653,383円 支出合計  1,350,666,070円

当期資金収支差額  16,987,313円

会費・寄付1.2％　16,450,511円
人件費支出60.3％　
814,407,669円

事業費支出9.4％　
126,588,571円

事務費支出3.5％　
47,541,230円

その他支出1.3％　
17,671,881円

助成金支出0.3％　
4,519,500円

その他支出25.2％　
（退職手当・財政
調整積立資金等）
339,937,219円

市補助金収入6.1％　82,969,881円

共同募金配分金収入1.3％
17,654,000円

市受託金収入34.0％
464,761,845円

県社協受託金収入2.2％
30,525,467円介護保険事業収入4.0％

54,258,008円

障害福祉サービス等
事業収入21.1％
289,419,501円

収益事業収入1.0％
13,654,807円

その他収入
後見・利用収入等0.2％
3,295,947円

その他の財源28.9％
394,663,416円

収入の部 支出の部

申込みはこちら➡
LINE登録・

トーク画面より

よ つと こ

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、下記の宛先までご郵送ください。本紙に関
するご意見もお寄せください。

【締め切り】 7月29日㊎まで（必着）①ードパントリー
②いさつと声掛け
③んなの居場所「ぴーす」「誰でも気軽に集まることができる地域の居場所」として新所沢東地区に出来た憩いの場。

ひとり親家庭や支援が必要な家庭に対して
食料品を無料または低額で配布する活動のこと。

社会的孤立をなくすために、日頃から簡単に実践できること。

特別賛助会員
賛 助 会 員
福 祉 会 員
住 民 会 員
加入合計額(令和4年3月31日現在)

9企業・法人・団体、個人13名
21企業・法人・団体、個人395名
46法人・団体、個人14名
128自治会・町内会、個人2名

220,000円
697,000円
164,500円

9,678,603円
10,760,103円

CSW報告書は　
こちらから➡

（令和3年度分準備中）

3施設

講座修了後
サポーター証を
お渡しします。

応
募
方
法 ※当選者の発表は、

プレゼントの発送
をもってかえさせ
ていただきます。



　市の指定管理制度を受けて所沢社協が運営している3施設（「手し
ごと展」に参加）の自主生産品を、正解者の中から30名様にプレゼン
トします。各施設では、障がいのある方が住み慣れた地域でその人ら
しく暮らし、充実した日中活動が
送れるように支援しています。

　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
推進する福祉団体です。市民の皆さまをはじめ、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。令和3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。
　本会の目的に賛同
し、会員にご加入いただ
きました方々は次のと
おりです。

〒359-1112  所沢市泉町1861-1
所沢市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

　市内の13の障がい者施設が参加し、
「ぬくもりの輪・和・話」をテーマとした障
がい者による作品の展示・即売会を行
う手しごと展が、所沢市観光情報・物産
館YOT-TOKOに出店しています。

令和3年度事業報告・　
決算報告はこちらから➡

CSW★ラボは　
こちらから➡

自治会・民生委員をはじめ、多くの方にご協力いただきました。ありがとうございました。
会費・共同募金・寄付につきましては、こども支援や様々な社会福祉事業に積極的に活用させて頂きます。

　皆さまにご支援・ご協力いただいた募金は、一人暮ら
しの高齢者を見守る活動やサロン活動、障がい者施設の
整備のほか、災害ボランティア推進など市内の身近な福
祉活動に役立てられています。皆さまの温かいご支援に
感謝申し上げます。

●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。

手しごと展のブース手しごと展のブース

自主生産品を
作製している様子
自主生産品を
作製している様子

受講者
募集

寄付報告
皆さまの善意
令和4年3月1日
～5月31日

募金種別 実績額
戸別募金
街頭募金
学校募金
職域募金
法人募金
個人大口募金
合計

10,478,263円
120,187円
138,325円

1,093,125円
2,373,516円
644,039円

14,847,455円

赤い羽根募金実績

募金種別 実績額
令和2年7月豪雨災害義援金
令和3年7月大雨災害義援金（静岡県）
令和3年8月大雨災害義援金（中央共募）
合計

1,814円
20,000円
6,209円
28,023円

災害義援金実績

募金種別 実績額
戸別募金
街頭募金
個人大口募金
合計

9,790,580円
10,014円
13,000円

9,813,594円

歳末たすけあい募金実績

令和３年度 所沢市社会福祉協議会 事業報告・決算報告令和３年度 所沢市社会福祉協議会 事業報告・決算報告

令和3年度 共同募金に
ご支援・ご協力いただきありがとうございました！

令和3年度 社協会員会費実績のご報告

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。

　　　　　　　　 7企業・法人・団体、個人3名
（学）秋草学園福祉教育専門学校様・（有）アルクハウジング様・（福）栄光会様・柴田勲様・（福）聖久会様・所沢
地区更生保護女性会様・所沢地区保護司会所沢三芳支部様・仲志津江様・原紘一様・みらい薬局西所沢店様

特別賛助会員

　　　　　　　　 10企業・法人・団体、個人43名
青木照子様・旭設備機工株式会社様・新井花子様・市川寶様・伊藤仁様・伊藤博様・伊藤範子様・上田之雄様・株
式会社ウェルグルーヴデイサービス彩り様・大野美千惠様・小野幸江様・小畑里子様・影山博安様・金子和広様・
河野博明様・北良恵様・木下せつ子様・久保田千恵子様・倉田道世様・小島良太様・小宮君江様・斎藤千代一様・
さんとめキララサポーターズ様・失語症を支えるボランティアの会様・障害者をバックアップする会（エレファン
ト）様・鈴木賀代子様・高野実様・竹内俊和様・田中正幸様・田中保三様・常岡勝己様・所沢市聴覚障害者協会様・
所沢ニュータウンふれあい会様・那須一則様・二村兼弘様・東狭山ヶ丘サロン様・久野一孝様・藤野啓子様・藤本
茂様・藤原利宣様・本間和子様・前田浩樹様・まつい茶の花サロン様・丸山和彦様・水村きのえ様・三上惠國様・
宮崎加代子様・森田明彦様・安田美代子様・山内善雄様・山﨑淸様・朗読の会「四季」様・若狭良江様

賛助会員

決
算
報
告

事
業
報
告

生活困窮者への支援 
●生活困窮者の自立に向けた
　相談支援回数　14,977件
●緊急援護金支給　253件
●フードドライブ　622件
●緊急小口資金特例貸付決定　1,144件
●総合支援資金特例貸付決定　3,162件
　（初回、延長、再貸付含む）

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
●個別支援　3,674件
●地域の実態把握及び支援
●「CSW★ラボ」のオンライン開催
●「CSW報告書」の作成

笑顔でごはんフードパントリー
「所沢市愛の福祉基金」を財源に、こども食堂等を通じて
10団体に食料品を届け、必要な支援を行いました。
●食料品配布　116回（2,048世帯）
●お弁当配布　  57回（1,261食）

令和３年度 寄付合計
種別 件数 金額

35件
41件
83件

649,094円
2,347,519円
2,543,795円

一般寄付
愛の福祉基金
こども未来基金

今回の記事を読んで、当てはまる文字を
いれ、言葉を完成させてください。
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「手しごと展」が
ＹＯＴ-ＴＯＫＯに出店！

「手しごと展」が
ＹＯＴ-ＴＯＫＯに出店！

　『認知症サポーター』は、何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、自分ができる範
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。

【日時】8月31日（水） 14：00～15：30
　　　※8月1日（月）より申込受付開始
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館1階  多目的室1・2号
【定員】40名（申し込み先着順）　【参加費】無料
【問い合わせ】地域福祉推進課　所沢市認知症サポーター養成講座事務局
ＴＥＬ 04‐2925‐0041　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得世帯、障がい者世帯または高齢
者世帯に対し、資金の貸付けと相談支援を行い、安定した生活と経済的
自立を図ることを目的としています。
　申込みから償還完了まで、関係機関と連携して相談に応じています。
まずはお気軽にご相談ください。 ※貸付のため、償還（返済）が必要です。

【貸付対象・世帯】・低所得者世帯 ・障がい者世帯 ・高齢者世帯
【貸付の種類】・総合支援資金 ・福祉費 ・緊急小口資金 
・教育支援資金 ・不動産担保型生活資金
【問い合わせ】相談支援課　ＴＥＬ 04‐2968‐3960　ＦＡＸ 04‐2923‐4780
メール 3960s@toko-shakyo.or.jp

　ひとり親家庭等を対象に食料品の提供と併せ、一人
ひとりのニーズに合った支援に繋げていけるよう専門
機関の相談支援が受けられる拠点としています。

【日時】8月3日（水）13：00～19：00　12月、令和5年3月
※2回目以降の申込みは開催1ヶ月前を目安にホームページをご確認ください。
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館3階
【対象】所沢市に在住し、児童扶養手当受給者（世帯）等で事前申込をした方
【申込方法】原則、本会のLINEによる申込フォーム
【問い合わせ】地域福祉推進課　
ＴＥＬ 04‐2925‐0041  ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が不十分になった
方が安心して暮らせるように、成年後見制度等に関するご相談をお受けして
います。「判断能力に不安があり、契約や財産管理、日常的な金銭管理等が心
配」「将来の備えとして知りたい」等のご相談に対応します。また、現在後見人
等を受任しているご親族の方や専門家の方も、お気軽にご利用ください。

【日時】月曜日から金曜日　9：00～18：00
（祝祭日及び年末年始を除く）
【場所】所沢市こどもと福祉の未来館1階　
福祉の相談窓口内
【問い合わせ】相談支援課  
ＴＥＬ 04‐2929-1711　
ＦＡＸ 04‐2923-4780

「子育て応援」 フードパントリー「子育て応援」 フードパントリー
所沢市成年後見センター所沢市成年後見センター

【場所】所沢市観光情報・物産館 YOT－TOKO
【問い合わせ】企画総務課　ＴＥＬ 04‐2926‐8202　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

　新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が出来ました。現在、地域の方が
主催で行う「百歳体操」や「学習支援」が開催されています。
　活動場所を探しているボランティア団体や新しく居場所づくりを考えている
住民の方へスペースの貸し出しも行っています。
　また、毎週火曜日の午後はCSWが常駐
し、フリースペースを開催していますので
お気軽にお立ち寄りください。

みんなの居場所 「ぴーす」みんなの居場所 「ぴーす」

【場所】松葉町8-4 ハイツ河合101
（新所沢駅東口より徒歩5分程度）
【問い合わせ】地域福祉推進課  
ＴＥＬ 04‐2925‐0041　ＦＡＸ 04‐2925‐3419

新規事業開設！
ひとり親家庭対象

令和４年６月開設！

（種類は選べません）

●所沢市立きぼうの園（就労継続支援B型事業所）
●所沢市立こあふる ●所沢市立プロペラ（生活介護事業所）

答え リー1 32

30
名様！

いずれか
1セット
プレゼント

愛の福祉基金への寄付／合計 1,345,000円

団体 株式会社中央管財様、武州ガス株式会社様

個人 大舘忠平様、足立圭子様、匿名2名様

こども未来基金への寄付／合計 639,137円

団体 所沢三田会様、所沢文化フォーラム様、わせがく高等学校
所沢キャンパス様、お達者倶楽部花園会様、八王子会様、
埼玉県生長の家白鳩会所沢総連様、新所沢ロータリーク
ラブ様、とことこまちづくり実行委員会様、匿名4団体様

個人 髙橋様、畔栁和子様、匿名10名様

一般寄付／合計（社協・社協施設） 149,394円

団体 生き活きサロン 代表 柴田勲様、所沢地区更生保護女
性会様、東京キリンビバレッジサービス株式会社様

個人 匿名4名様

物品寄付

団体 株式会社システムネットワーク様
（かしの木学園へ寄付）かしの木学園父母の会様
（きぼうの園へ寄付）リニューアルトーヨー株式会社様

個人 匿名2名様
（かしの木学園へ寄付）山下信寿様

（五十音順）

（五十音順）

収入合計  1,367,653,383円 支出合計  1,350,666,070円

当期資金収支差額  16,987,313円

会費・寄付1.2％　16,450,511円
人件費支出60.3％　
814,407,669円

事業費支出9.4％　
126,588,571円

事務費支出3.5％　
47,541,230円

その他支出1.3％　
17,671,881円

助成金支出0.3％　
4,519,500円

その他支出25.2％　
（退職手当・財政
調整積立資金等）
339,937,219円

市補助金収入6.1％　82,969,881円

共同募金配分金収入1.3％
17,654,000円

市受託金収入34.0％
464,761,845円

県社協受託金収入2.2％
30,525,467円介護保険事業収入4.0％

54,258,008円

障害福祉サービス等
事業収入21.1％
289,419,501円

収益事業収入1.0％
13,654,807円

その他収入
後見・利用収入等0.2％
3,295,947円

その他の財源28.9％
394,663,416円

収入の部 支出の部

申込みはこちら➡
LINE登録・

トーク画面より

よ つと こ

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、下記の宛先までご郵送ください。本紙に関
するご意見もお寄せください。

【締め切り】 7月29日㊎まで（必着）①ードパントリー
②いさつと声掛け
③んなの居場所「ぴーす」「誰でも気軽に集まることができる地域の居場所」として新所沢東地区に出来た憩いの場。

ひとり親家庭や支援が必要な家庭に対して
食料品を無料または低額で配布する活動のこと。

社会的孤立をなくすために、日頃から簡単に実践できること。

特別賛助会員
賛 助 会 員
福 祉 会 員
住 民 会 員
加入合計額(令和4年3月31日現在)

9企業・法人・団体、個人13名
21企業・法人・団体、個人395名
46法人・団体、個人14名
128自治会・町内会、個人2名

220,000円
697,000円
164,500円

9,678,603円
10,760,103円

CSW報告書は　
こちらから➡

（令和3年度分準備中）

3施設

講座修了後
サポーター証を
お渡しします。

応
募
方
法 ※当選者の発表は、

プレゼントの発送
をもってかえさせ
ていただきます。



人の役に立つことは

きもちいい！

発行

No.103
所沢市社会福祉協議会のシンボルマークです。

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。

も く じ

社協だより「ちゃお！」第103号 令和4年7月発行
社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会　
〒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）
04－2926－8202　　  04－2925－3419（平日8:30～17:15）　　　　　  
　　　　　 http://www.toko-shakyo.or.jp/
望月印刷株式会社

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、所沢社協
までご連絡ください。

点字版・音訳版も
あります

次回、『ちゃお！』104号の発行は令和4年10月上旬（行政回覧）を予定しています。次回、『ちゃお！』104号の発行は令和4年10月上旬（行政回覧）を予定しています。

発行

電話

印刷

住所

FAX

ホームページアドレス 所沢  社協 検索

令和4年7月1日

04-2925-3419FAX
04-2925-0041T E L

ボランティアセンター

体験メニューは、市内ま
ちづくりセンターに配架
のほか、ホームページか
らもご覧になれます。

　ボランティア活動に関する通信を発行してい
ます。所沢市こどもと福祉の未来館をはじめ、ま
ちづくりセンターなどで配布しています。

も発行中！

　赤い羽根共同募金を利用し、新
規で立ち上げを行う地域福祉活動
へ助成を行います。
　地域でのサロン活動や配食活
動、単発の交流会などが対象です。

　こども未来基金を利用し、新
規でこどもの居場所づくりに取
り組む活動へ助成を行います。
　こども食堂や学習支援など
が対象です。

メール登録は
こちら

LINE登録は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
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。

福祉情報やボランティアに関する情報を動画で
配信しています。

YouTube配信は
こちら

所沢市こどもと福祉の未来館３階

体
験
を
き
っ
か
け
に
、

　活動
を

　
　続け
て
み
よ
う
！

体
験
を
き
っ
か
け
に
、

　活動
を

　
　続け
て
み
よ
う
！

地域の人たちとのコミュニケーションや

ボランティアの体験でボランティアの楽

しさやおもしろさを学ぶことができた。

人の役に立つことは

きもちいい！

障がいがある人との

接し方を学べた。

ボランティア活動期間
7/25月～8/24水

ボランティア活動期間
7/25月～8/24水

受付開始
6/13月～
受付開始
6/13月～

昨年は、医療従事者へ

メッセージカードを作成しました

【会場】所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1・2号
■ 事前説明会

日程A
日程B
日程C
日程D

7月  2日（土）
7月  8日（金）
7月10日（日）
7月17日（日）

10：00～11：30
18：00～19：30
10：00～11：30
10：00～11：30

■ ボランティア体験の流れ

【会場】所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室1・2号
■ 報告会・交流会

日程A
日程B
日程C
日程D

8月25日（木）
8月27日（土）
9月  4日（日）
９月  ４日（日）

10：00～11：30
10：00～11：30
10：00～11：30
13：30～15：00

❶体験したいメニュー等を申し込み、
事前説明会に参加
　説明会では、ボランティアの心構え
や体験の注意事項を確認します。
❷体験先に連絡（体験先によってはオリエン
　 テーション等があります）

ボランティア体験に
　  参加した方の声

体
験
前

❹アンケートの提出
❺活動を振り返ろう！ 
　報告会への参加

❸さぁ、ボランティア体験！ 
　決定したメニューに参加！

体
験

体
験
後

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

▶ 特集「誰ひとり取り残さない社会」の実現を目指します！
▶ 私たちがCSWです！
▶ こどもの居場所づくりを応援しています！
▶ インフォメーションコーナー
▶ 令和3年度所沢市社会福祉協議会事業報告・決算報告
▶ こんにちは! ボランティアセンターです★

·····2～3
······················································4

·····························5
··············································6

········7
····························8

ひとり取り残さない社会」の

実現を目指します！

特集

寄り添う心から広がった
みんなの居場所
「ぴーす」

寄り添う心から広がった
みんなの居場所
「ぴーす」

おしゃべり
サロン

トコろん元気百歳体操

お料理サロンお料理サロン

新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が
できました！！
スペースの貸し出しを行い、こども食堂、高齢
者の居場所等を支援しています。

新所沢東地区に誰もが気軽に憩える居場所が
できました！！
スペースの貸し出しを行い、こども食堂、高齢
者の居場所等を支援しています。
詳細は6ページをご覧ください。詳細は6ページをご覧ください。

こどもも
大人も

所沢社協だより「ちゃお！」は、
共同募金配分金を活用しています。

本紙では、固有の名称を除き「障が
い」と表記します。

「誰
ボランティアの立ち上げ団体募集！

　一般的に「自発的な意志に基づいて、人や社会に貢献
すること」と言われています。ボランティア活動は地域
や社会をよりよくしていくことに役立つとともに、活動
する自分自身も豊かにしてくれる力を持っています。

ボランティアって？

★児童館や学童クラブでのあそぶボランティア
★障がい・高齢者施設での作業体験 等
★地域のボランティア活動へ参加し準備や片付け

主な体験
メニュー

高齢者施設に、
季節の製作物を
　送りました。

ボランティアや地域の情報を手軽に受け取れます!  ご登録お願いします!!

申込みはこちらから

先着順


