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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
10月

※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165号
平成27年10月1 日

　旧庁舎1階ロビーに、大きな笹を2本飾りま
した。青々とした笹が、見る人の気持ちを涼
やかにしてくれました。この大きな笹にみな
さんの、思い思いの願い事を書いた短冊や
折り紙で飾りつけていただきました。近隣の保
育園の子どもたちが、所沢市のゆるキャラ「トコ
ろん」と一緒に賑やかに過ごしました。

社協だより「ちゃお！」第70号 平成27年10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！』71号の発行は平成27年12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.70

寄付報告　～みなさまの善意～

①社協への寄付合計額　10,000円
　【個人】匿名1名様

②愛の福祉基金への寄付合計額　231,186円
　【個人】匿名1名様
　【企業・団体】

③物品寄付
　【企業・団体】株式会社システムネットワーク様
 　　西武ライオンズ観戦チケット16枚
 　三ヶ島第3長生クラブ様
 　　ぞうきん50枚
 　匿名　切手624円

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。

小手指公民館分館利用者の会「和の共演コンサート」様、
株式会社中央管財様、三ヶ島地区地域福祉ネットワーク会議様、
居酒屋ひがし様、所沢市歌謡連盟様、日本民謡孝秀会様
第14回柳瀬地区親睦チャリティゴルフ大会様
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旧暦七夕かざりで

みんな七夕かざりをもって
ボランティアにチャレンジしたヨ

（平成27年7月1日～8月31日受付分）（受付順）

織姫と彦星等の
かざりは、ボランティアの
方に作っていただき

ました。

この笹は、西新井町の
三上宗兵衛様よりご提供
いただきました。

平成28年の干支「申（さる）」をモチーフに
所沢社協シンボルマークをデザインしてください

賞
（1）最優秀賞（1作品）
（2）優秀賞（2作品）

※記念品を贈呈いたします

選考方法
本会で選考し、最優秀賞をデザインとして採用します。

応募方法
応募用紙に必要事項をご記入の上、窓口にお持ち
いただくか、郵送またはFAXにてお送りください。

発 表 平成27年12月中旬

応募・問合先
所沢市社会福祉協議会「会員証デザイン募集係」
〒359-1143 所沢市宮本町1-1-2
電話 04-2926-8202　ＦＡＸ 04-2925-3419

平成２8年度 所沢社
協シンボルマーク

デザイン募集
平成２8年度 所沢社

協シンボルマーク

デザイン募集 所沢社協シンボルマーク 応募用紙

氏　名
年齢

歳
ふりがな

〒　　　　-

住　所

電　話

※参考見本　平成27年度会員証デザイン

募集締切
平成27年

11月27日（金）
※消印有効

笑顔の輪ができました！

◉ 
◉ 

◉

◉ 

旧暦七夕かざりで、笑顔の輪ができました！
子どもたちによる笑顔を届けるボランティア活動 ～人形劇団はっぴぃー～
わがまち掲示板
住民懇談会／地域福祉サポーター養成講座／成年後見制度講演会
空き家・空き店舗募集／生活改善支援事業／共同募金
平成28年所沢社協シンボルマークデザイン募集／みなさまの善意
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　　　 　ジュニアボランティアグループ
　  人形劇団『はっぴぃー』は

「新所沢のつながりをつくる
会」が主催する「ジュニアボラ
ンティア連続講座」を受講し

た所沢市立北小学校の4～6年生で結成されまし
た。これまで、新所沢地区を中心に保育園・高齢者施
設等を訪問し、お話づくりから発表まで、みんなで楽
しく作りあげた人形劇を通じて、笑顔を届けるボラン
ティア活動を行なっています。準備や練習などは、早
稲田大学のボランティアサークル「Man-vo.」の学生

が、子どもたちの身近な先輩としてサポートをしてい
ます。11月には、『はっぴぃー』3期生が誕生予定。世
代間の交流を通じて、“笑顔を届ける"活動がますま
す広がっています。

　花園2丁目町会のみなさんのご協力により
設置されている「ふくし掲示板」です。
　「たくさんの子どもがこの公園を利用してい
ます。町会と社協の情報共有はもちろんです
が、この掲示板をきっかけに、地域の子どもた
ちが、町会や社協のことに興味を持ってもらえ
ればと思っています。」
（花園2丁目町会　髙柳 進 会長談）

～福祉掲示板のご紹介～

わ がま ち Vol.3 花園２丁目
（花園２丁目町会）掲示板

「掲示物がはがれている時は、
子どもたちが教えてくれますよ（笑）」

新所沢地区内の保育園にて

はっぴぃーメンバーのメッセージの一部を
ほんの一部ですがご紹介します！

舞台の裏側は、
狭いスペースで、
人形を操って 

います。  

子ども
たち

による 笑顔を届けるボランティア活動笑顔を届けるボランティア活動
人形劇団はっぴぃー

10月1日から共同募金運動がスタートします！
じぶんの町を良くするしくみ

今年も皆さまのあたたかいご支援とご協力をお願い申し上げます。
昨年度に引き続き、今年度も運動期間が10月1日から翌年3月31日までの6ヶ月間です。

住民懇談会を
　　　　開催します

第4次地域福祉活動計画
ところWITHプラン推進中！

地域福祉サポーター養成講座を開催します

　地域福祉の推進に向けて、あ
なたの声を聞かせてください。
あなたと一緒に福祉のまちづ
くりをしていきましょう！
どなたでも参加自由・参加
費無料です。

　判断能力が不十分な方々への成年後見制度の概要や申立て方法など事例を交
えた後見活動を通して、制度の理解を深め利用促進を図るとともに、市民後見人
の役割や必要性についてお伝えし、市民参加の在り方についての理解を深めるこ
とを目的に開催いたします。

　心身の状況により自分で部屋を片付けることが困難と
なり、不要品であふれている、衛生的で健康な生活ができ
なくなっている世帯の生活環境の改善のお手伝いをいた
します。
まずはお問い合わせ下さい。

　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。

　市民の立場で地域福祉を進めるサポーターを養成します。多くの方のご参加をお待ちしています！

地　区

三 ヶ 島

小 手 指
柳　　瀬
新 所 沢
吾　　妻
山　　口
新所沢東

松　　井

所　　沢

富　　岡
並　　木

日　程
10月3日（土）
10月4日（日）
10月16日（金）
10月20日（火）
10月21日（水）
10月27日（火）
10月28日（水）
10月29日（木）

10月29日（木）

10月29日（木）

10月31日（土）
11月14日（土）

時　間
10時～12時
10時～12時
10時～12時
14時～16時
14時～16時
14時～16時
10時～12時
14時～16時

14時～16時

18時30分～
20時30分
10時～12時
14時～16時

場　所
三ヶ島まちづくりセンター
狭山ヶ丘コミュニティセンター
小手指まちづくりセンター
柳瀬まちづくりセンター
新所沢まちづくりセンター
吾妻まちづくりセンター
山口まちづくりセンター
新所沢東まちづくりセンター
所沢サン・アビリティーズ
（松井まちづくりセンター隣）

所沢まちづくりセンター

富岡まちづくりセンター
並木まちづくりセンター

問合せ・申込先 地域福祉推進課　　04-2925-0041　

問合せ 相談支援課　　04-2929-1711 問合せ 地域福祉推進課　　04-2925－0041

●対象者
所沢市内在住、在学、在勤で高校生以上の方
地域福祉活動に関心があり、地域福祉の推進に意欲のある方

●日時（A日程、B日程のいずれかを受講）
A日程 : 平成27年11月28日（土）、29日（日）
B日程 : 平成27年12月5日（土）、6日（日）
午前の部 : 10時～12時、午後の部 : 13時～16時

●場所
A日程 : 男女共同参画推進センターふらっと
B日程 : 所沢まちづくりセンター

●募集人数　各回40名（先着）
●参 加 費　500円（学生250円）
●申込方法　所定の受講申込書に必要事項を記入の上、

所沢市社会福祉協議会窓口、郵送、FAX、メール
での申込みとなります。

●申込期間　平成27年10月1日（木）～30日（金）【消印有効】

10月17日（土）午後2時～4時30分
保健センター2階多目的ホール
（駐車場には限りがございますので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。）
権利擁護センターぱあとなあ埼玉　運営副委員長　小川 政博 氏
成年後見制度の概要、市民後見人の役割ほか
市内在住で、成年後見制度や市民後見人について興味・関心をお持ちの方
先着150人　　　　　　　無料　　　　　　　　不要
　

成年後見制度を知って地域で支え合う
～成年後見制度と市民後見人の役割～

10月1日 スタート！

空き家・空き店舗を
貸してください！

日　時
会　場

講　師
内　容
対　象
定　員 費　用 申込み

生活改善支援事業

場所
所沢市内
全 域

ま　　ち

マン ボー 成年後見制度講演会

つながる・ひろがる・ふくしのわ 　　　　 70号 平成27年10月
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◉次回、『ちゃお！』71号の発行は平成27年12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.70

寄付報告　～みなさまの善意～

①社協への寄付合計額　10,000円
　【個人】匿名1名様

②愛の福祉基金への寄付合計額　231,186円
　【個人】匿名1名様
　【企業・団体】

③物品寄付
　【企業・団体】株式会社システムネットワーク様
 　　西武ライオンズ観戦チケット16枚
 　三ヶ島第3長生クラブ様
 　　ぞうきん50枚
 　匿名　切手624円

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。

小手指公民館分館利用者の会「和の共演コンサート」様、
株式会社中央管財様、三ヶ島地区地域福祉ネットワーク会議様、
居酒屋ひがし様、所沢市歌謡連盟様、日本民謡孝秀会様
第14回柳瀬地区親睦チャリティゴルフ大会様

1

旧暦七夕かざりで

みんな七夕かざりをもって
ボランティアにチャレンジしたヨ

（平成27年7月1日～8月31日受付分）（受付順）

織姫と彦星等の
かざりは、ボランティアの
方に作っていただき

ました。

この笹は、西新井町の
三上宗兵衛様よりご提供
いただきました。

平成28年の干支「申（さる）」をモチーフに
所沢社協シンボルマークをデザインしてください

賞
（1）最優秀賞（1作品）
（2）優秀賞（2作品）

※記念品を贈呈いたします

選考方法
本会で選考し、最優秀賞をデザインとして採用します。

応募方法
応募用紙に必要事項をご記入の上、窓口にお持ち
いただくか、郵送またはFAXにてお送りください。

発 表 平成27年12月中旬

応募・問合先
所沢市社会福祉協議会「会員証デザイン募集係」
〒359-1143 所沢市宮本町1-1-2
電話 04-2926-8202　ＦＡＸ 04-2925-3419

平成２8年度 所沢社
協シンボルマーク

デザイン募集
平成２8年度 所沢社

協シンボルマーク

デザイン募集 所沢社協シンボルマーク 応募用紙

氏　名
年齢

歳
ふりがな

〒　　　　-

住　所

電　話

※参考見本　平成27年度会員証デザイン

募集締切
平成27年

11月27日（金）
※消印有効

笑顔の輪ができました！

◉ 
◉ 

◉

◉ 

旧暦七夕かざりで、笑顔の輪ができました！
子どもたちによる笑顔を届けるボランティア活動 ～人形劇団はっぴぃー～
わがまち掲示板
住民懇談会／地域福祉サポーター養成講座／成年後見制度講演会
空き家・空き店舗募集／生活改善支援事業／共同募金
平成28年所沢社協シンボルマークデザイン募集／みなさまの善意
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