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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27年
6月

※本情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
※本紙では、固有の名称を除き、「障害」を「障がい」と表記します。

所行回 第44号
平成27年6月1日

①プレミアムラウンジってどんなところ？
　「あそび」を通じて楽しさやつながり、健康・癒し、コ
ミュニティを感じる空間を目指し、平成27年3月より
㈱ダイエーの地域貢献事業としてダイエー所沢店7
階にオープンしました。各種相談会の開催や居場所
づくりを通じ、情報の発信と収集を支援するコミュニ
ティスペースとして、地域住民の方々への貢献活動を
行っています。

②ディスコンってどんなスポーツ？
　ディスコンとは、1チーム6枚のコースター位の大き
さの円盤を投げ、ポイントの近さを2チームが競う簡
単なスポーツです。

③高校生ボランティアも応援！
　体験会を事前に知っていた方だけではなく、近くを
通りかかった方も楽しそうな様子に足を止め、飛び入
りの参加者も多くいらっしゃいました。また、広域通信

制「わせがく高等学校」のボラン
ティア部の皆さんも会場設営等の
手伝いを行い、皆さんと共にディ
スコンを体験し、世代間交流がで
きました。

④元気いっぱいに楽しみました！！
　ときめきらいふクラブや、埼玉ディスコン協会の皆
さんからの丁寧なルール説明があり、多くの方が参加
されました。メジャーにて距離を測り、勝敗を判定する
場面もあり、数センチ単位の戦いが繰り広げられまし
た。プレミアムラウンジでは、毎月第4木曜日14～16
時にディスコン体験会を行うほか、介護無料相談会
や暮らしの無料相談会なども行っています。ご興味の
ある方は、お気軽にお越し下さい。
ダイエープレミアムラウンジの問合せ先
　らんらんらんど TEL.04-2939-9065
　運営 ： ㈱ファンフィールド

社協だより「ちゃお！」第68号 平成27年6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 ： 望月印刷株式会社

◉次回、『ちゃお！』69号の発行は平成27年8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

NO.68

寄付報告　～みなさまの善意～
①社協への寄付合計額　65,000円
　【企業】戸大建設工業株式会社
　【匿名】1団体
②愛の福祉基金への寄付合計額　703,304円
　【個人】大舘忠平様、髙山もと様
　【企業・団体】
　

　【匿名】1団体
③物品寄付
　【個人】木暮勝彦様・ポップコーンマシーン用保管箱
　【団体】株式会社安心ダイヤル様・ノートパソコン3台
　　　　明治神宮崇敬会様・洗剤（受付順）
　【匿名】切手7,210円分

（平成27年3月1日～4月30日受付分）

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。

　就労継続支援事業所（B型）スキップに併設している
「コミュニティカフェあるこ」では、利用者が働くことで自

信を持ち、いきいきと生活できることを目指し
ています。利用者同士で話し合い、カフェの
運営や接客等を行っています。お得で美味し
いワンコインランチ（ドリンク付）や飲み物等を販売してい
ます。
　また、どなたでも出店可能なレンタルスペースや精神疾
患に関する書籍も設置しています。おひとり様から家族連れ

の方まで、お気軽にお立ち寄りいただける場所になっています。

　6月は、じめじめと暑くなり、熱中症になる人が

多くなる時期だよ。そこで、ゴーダッシュクイズ！

がつ あつ ねっちゅうしょう ひと

おお じき

ゴ ダ シッ ュー
ク イ ズ

障がいのある方が働き、地域の方の交流スペースに
なっています　

〒359-1113 所沢市喜多町5－13パークサイドビル1階
TEL.04-2922-3439 特定非営利活動法人インターメディカル
営業日／9:00～17:00　水曜日、日曜日、祝日は休み

一般企業等での就労が困難な人の為、働く場を提供する場になります。
◉就労継続支援事業所とは？

所沢理容組合様 、所沢カラオケ同好会様、
はつか会様、牛沼小学校PTA資源回収様、
秋草学園福祉教育専門学校様、株式会社中央管財様、
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、

所沢友和会様、よかど会様、松井民謡民舞愛好会様、
高齢者大学28期同期会様、
ＪＡいるま野上安松支部様（受付順）

みず あま こた

とうぶん えんぶんすいぶんはやきゅうしゅうとくあつひあまみずのげんきなつのき どうじはやきゅうしゅうひぱ

ゴーダッシュクイズ 答え ： ③ 甘しょっぱい水

塩分は、糖分が同時にあると速く吸収され、それに引っ張られ水分も速く吸収されるよ。特に暑い日は甘しょっぱい水を飲んで、元気に夏を乗り切ろう。

① 普通の水

② しょっぱいみず水
　　（塩分を含んだ水分）

③ 甘しょっぱい水
　　（塩分と糖分を含んだ水分）
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熱中症を予防するには、
どんな味の水を飲むのが
良いでしょう？

ねっちゅうしょう よぼう

あじ みず の

よ

コミュニティカフェ あるこ

たくさんのプログラムからボランティア活動を選べます。
子どもから大人まで多くの方のご参加をお待ちしています！ 夏ボラ２０１5 参加者募集

障がい児／者施設・高齢者施設・ボランティアグループ・保育園・児童館等
※プログラムは本会ホームページにも掲載します。（現在調整中です）

8月1日（土）～8月31日（月）
小学生以上（体験先により異なります）でボランティア活動を体
験したい方。報告会に参加できる方。
平成27年6月29日（月）～平成27年7月15日（水）※必着
所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、所沢市社会福祉
協議会窓口、郵送、ファックス、メールでの申し込みとなります。

【体験報告会・交流会】
　9月6日（日）10:00～12:00

問合わせ・申込み

実施期間
応募資格

募集期間
申込方法

ボランティアセンター
Tel.2925-0041　Fax.2925-3419
メール:0041m@toko-shakyo.or.jp

答えはページのいちばん下にあるよ
こた した

（参加者全員の出席予定）

企業の
地域貢献

シニア
向けの居

場所「プレミアムラウンジ」が

オープンしました！！オープンしました！！

＜ディスコン体験会の様子＞

1

◉ 企業の地域貢献「プレミアムラウンジ」

◉ 支え合いのまちづくりに、子どもたちが活躍しています／わがまち掲示板

◉ 夏ボラ2015参加者募集／コミュニティカフェ／ゴーダッシュクイズ／みなさまの善意
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これからは、
私たちが

がんばります！

　ご近所の単身高齢者のゴミ出しボランティアとし
て活動を始めた、当時小学4年生だった2人の小
学生が、この春から中学生となり、ゴミ出しボラン
ティアは、後輩へバトンタッチすることにな
りました。
　このゴミ出しボラン
ティア活動のきっかけ
は、ふくし学習で学んだ
ことと、近所に住む足が
悪くなってゴミ出しに苦労
されている高齢者の方がいることを、自分
たちの家族から聞いたことがきっかけで
す。二人が、「ゴミ出しなら自分たちにもで
きる」と、自ら申し出てこの活動が始まりま
した。そして小学校4年生から6年生まで
の間、ほぼ毎日、活動を続けてきました。

思いやりのバトンは、中学生から小学生に渡
されました。

　学校では、「地域を愛
する気持ち」を育むために福祉学習を行っ
てきました。
地域のボランティアと交流を図ることで、
子ども達が触発され、自らのチカラで自然
と地域に出ていき、自発的に活動をしてい
ることに、驚きとうれしさを感じています。

　市内で、最も早く設置していただいた福祉掲
示板です。
　地域のみなさんの目にとまりやすい、ゴミ集積
所の隣に設置することで、有効に活用されていま
す。
　「掲示物は、雨に
濡れても破れない
ように、1枚1枚パ
ウチしてから掲示
しています。」

2 3

大雪の時は、
雪かきもしました。

アッという間だったし、ゴミ箱に

「ありがとう」のメッセージが添え

られていて、嬉しかった。自分の

家で少しでも長く暮らしていけるよう

に、自分のできることをお手伝いするこ

とが大切なことなんだ、と感じました。

ゴミが出ていない時は、家族に知らせ

て、体調を崩したりしていないか、家族

に確認をしてもらいました。

中田泰志先生に、
お話を伺いました。

髙島さん・佐藤さんが

通っていた北小学校の
活動を振り返ってみると…

所沢市立向陽中学
校1年

髙島海斗さん
所沢市立向陽中学

校1年

佐藤龍範さん

6年生の時に
校長先生から
表彰状をいただき

ました！

子どもたちによる、
支え合いのリレーは
継続しています！！

自分がお手伝い
できることだから、
続けていきたい！

所沢市立北小学校
（6年生）

田村恭子さん
所沢市立北小学校

（4年生）

髙島渚紗さん

誰にもわかりやすく届きやすい福祉情報を発信するために、自治会や個人、事業所など
のご協力をいただきながら、設置させていただいております。掲示板は、社協会費を財
源とし、地域で活用していただいています。

福祉掲示板とは？

～福祉掲示板のご紹介～
わ がま ち 西狭山ヶ丘2丁目

（三ヶ島第9区）掲示板

（三ヶ島第九区自治会 横溝区長談）

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 68号 平成27年6月
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営業日／9:00～17:00　水曜日、日曜日、祝日は休み

一般企業等での就労が困難な人の為、働く場を提供する場になります。
◉就労継続支援事業所とは？

所沢理容組合様 、所沢カラオケ同好会様、
はつか会様、牛沼小学校PTA資源回収様、
秋草学園福祉教育専門学校様、株式会社中央管財様、
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、

所沢友和会様、よかど会様、松井民謡民舞愛好会様、
高齢者大学28期同期会様、
ＪＡいるま野上安松支部様（受付順）

みず あま こた

とうぶん えんぶんすいぶんはやきゅうしゅうとくあつひあまみずのげんきなつのき どうじはやきゅうしゅうひぱ

ゴーダッシュクイズ 答え ： ③ 甘しょっぱい水

塩分は、糖分が同時にあると速く吸収され、それに引っ張られ水分も速く吸収されるよ。特に暑い日は甘しょっぱい水を飲んで、元気に夏を乗り切ろう。

① 普通の水

② しょっぱいみず水
　　（塩分を含んだ水分）

③ 甘しょっぱい水
　　（塩分と糖分を含んだ水分）

ふつう みず

みず

すいぶん

えんぶん ふく すいぶん

みずあま

ふくえんぶん とうぶん

熱中症を予防するには、
どんな味の水を飲むのが
良いでしょう？

ねっちゅうしょう よぼう

あじ みず の

よ

コミュニティカフェ あるこ

たくさんのプログラムからボランティア活動を選べます。
子どもから大人まで多くの方のご参加をお待ちしています！ 夏ボラ２０１5 参加者募集

障がい児／者施設・高齢者施設・ボランティアグループ・保育園・児童館等
※プログラムは本会ホームページにも掲載します。（現在調整中です）

8月1日（土）～8月31日（月）
小学生以上（体験先により異なります）でボランティア活動を体
験したい方。報告会に参加できる方。
平成27年6月29日（月）～平成27年7月15日（水）※必着
所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、所沢市社会福祉
協議会窓口、郵送、ファックス、メールでの申し込みとなります。

【体験報告会・交流会】
　9月6日（日）10:00～12:00

問合わせ・申込み

実施期間
応募資格

募集期間
申込方法

ボランティアセンター
Tel.2925-0041　Fax.2925-3419
メール:0041m@toko-shakyo.or.jp

答えはページのいちばん下にあるよ
こた した

（参加者全員の出席予定）

企業の
地域貢献

シニア
向けの居

場所「プレミアムラウンジ」が

オープンしました！！オープンしました！！

＜ディスコン体験会の様子＞

1

◉ 企業の地域貢献「プレミアムラウンジ」

◉ 支え合いのまちづくりに、子どもたちが活躍しています／わがまち掲示板

◉ 夏ボラ2015参加者募集／コミュニティカフェ／ゴーダッシュクイズ／みなさまの善意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
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