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　気持ちの良い五月晴れの日に所沢市荒幡にあるドレミの
丘で、第３回ドレミの丘ミニ音楽祭が開催されました。こ
の音楽祭は住民による実行委員会形式で運営されています。
　この音楽祭は、各家庭であげることが少なくなった鯉の
ぼりを地域のみんなに見てほしいという思いと、丘の名前
にちなんで、こどもの日に音楽祭を開催しようと考えたこと
からはじまりました。ドレミの丘という丘の名称は地域の方
からの公募で決まったそうです。
　音楽祭では、幼稚園児・小学生による合唱や、地元中学
生による吹奏楽演奏、地域在住の音楽家による演奏を依頼
するなどしています。地域の方の推薦で出演者を決めるた
め、まさに地域一体でつくりあげる音楽祭です。
　実行委員会の内野委員長（荒幡町内会会長）は、「多世
代が参加しているので、ドレミの丘で顔を合わせたことを
きっかけに、地域のみんなで助け合えるような地域になる
と嬉しいです。」と話されていました。
　こどもも大人もみんなが交流するきっかけとなる、住
民の手づくりの音楽祭はこれからも続いていきます。
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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。

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
ご連絡ください。所沢　社協 検索

次回、『ちゃお！』8７号の発行は平成30年８月上旬を予定しています。

こんにちは！

本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。

寄付
報告

～皆様の善意～

①社協への寄付合計　375,734円
【個人】 杉沢 宏様・足立 圭子様・匿名 2名様
【団体】 所沢市高齢者大学28期 フタバ史友会様
戸大建設工業株式会社様

③物品寄付
【企業・団体】明治神宮崇敬会様

②愛の福祉基金への寄付合計　190,812円
【個人】 大舘 忠平様
【企業・団体】 所沢市歌謡連盟様・所沢美容組合様・
所沢市雪割草愛好会様・株式会社中央管財様・
カラオケよかど会様・公益財団法人埼玉YMCA様・
狭山ヶ丘ボランティアグループ様

（平成30年3月1日～平成30年4月30日受付分）

よろしくおねがいしまーす！！

写真後送

所沢社協の窓口や各まちづくりセンターなどにて、
手にすることができます。ぜひ、ご覧下さい。

～ところWITHプラン～
『中間見直し版』が完成しました！

in 所沢

所沢社協のホームページ
（http://www.toko-shakyo.or.jp/）でもご覧になれます

押入れの中より
やっぱり空で

泳ぐと気持ちいい！

強風にも負
けず、

実行委員の
皆さんが裏

方で

頑張ってい
ました！

みなさんの住んでいる地域で見かけたらぜひ声をかけてくださいね。

地域のみなさんと顔の見える関係を心がけて生活の困りごとや
その解決に向けて一緒に取り組んでいきます。

コミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）です！

コミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）です！

私たち私たち

吾妻
地区

～住民の手づくりで始まった～

ドレミの丘ミニ音楽祭
平成30年
5月5日（土）

回 覧

つながる

ひろがる

ふくしのわ

この情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
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お散歩本郷柳瀬
地区

会長も決めない。会則も作らない。毎週火曜日
１４時に東福寺集合ということだけが決まってい
るユニークなお散歩の会が柳瀬地区にあります。
介護予防教室に参加した方々が集まり、いつ

までも元気でいられるためにと、気ままなお散歩
の会が始まりました。予約もいらず自由に参加で
き、メンバーも散歩コースも毎回異なり、ワクワ

クします。ユニークな会のネーミングもお散歩の
会が始まってしばらくしてみんなで考えました。
澄んだ空気と暖かい日の光を浴びながら、み

んなでワイワイとおしゃべりしながらのお散歩は
気分転換になり、健康増進にもつながります。
気ままなお散歩の会はこれからもゆるく、みん

なで歩き続けます！

自分のペースを
大切にね♥

今日は天気が
いいね。 気持ちが

いいねえ

問合わせ・申込み先 〒359-1112 所沢市泉町1861-1　所沢市こどもと福祉の未来館 ３階
電話：04-2925-0041　FAX：04-2925-3419　メール：0041ｍ@toko-shakyo.or.jp

 ～小さな探検隊
　　あの世まで歩こう～

並木
地区

こどもの居場所「ぽかぽか広場並木8丁目」は毎
月第２・４木曜日の夜オープンしています。
このぽかぽか広場は、CSWが地域のサロンに出
かけたときに出会ったひとりのこどもがきっかけと
なり始まった居場所です。多世代が集うこの居場所
では、こどもと地域の方の「ななめの関係」が構築さ
れ家族や先生とは違った視点でこども達との関わ
りがもてています。
この日は、こども達や一人暮らしの高齢者、ボラ

ンティアのみんなで囲む夕食の輪の中にCSWが入
り、みんなで楽しく夕食を取りました。日頃から顔を
合わせているからこそ、住民の小さな変化や地域の
情報に気づくことができます。

ごちそうさま
でした～！！

取材の日の参加者は10名！小休憩をしながら、柳瀬川沿いを歩く1時間半のコースでした。

まずは、やってみよう！まずは、やってみよう！

ここにいます！ CSW!ここにいます！ CSW!
コミュニティソーシャルワーカーコミュニティソーシャルワーカーコミュニティソーシャルワーカー

ごはんのあとは
勉強だ～！！

CSW
おかもと

は こ ち ら か ら ！申 込 み

所沢市社会福祉協議会のHPが見やすくリニューアルしました！
各種講座等についてもHPで確認ができます。 HP画像➡

のボランティア体験２０１８ in所沢
実施期間 8月1日（水）～8月31日（金）
募集期間 ６月１５日（金）～7月２７日（金）※必着

申込方法 所定の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、社会福祉協議会窓口、郵送、ＦＡＸ、
メールでの申し込みとします。 ※応募多数のプログラムは、先着順になります。
※申し込み用紙は、所沢市社会福祉協議会、各まちづくりセンターに設置及び
　本会ホームページからダウンロード可能。

参加者
募集

地域での
買い物支援活動の
お手伝い！

新しい自分
見つけちゃお！

はじめての手話講座
内 容 ①はじめての手話講座

聴覚障がい・手話についての基礎知識、手話の練
習、手話での交流

②親子でチャレンジ！はじめての手話講座
耳が聞こえないこと・聞こえない人の生活について
の理解、手話体験、聞こえない人との交流

日 時 ①昼の部：6月26日（火）・7月3日（火）　10時～12時
　夜の部：6月28日（木）・7月5日（木）　18時～20時
②8月3日（金）、17日（金）　10時～12時

対象者 原則市内在住（在勤・在学）で初めて手話を学ぶ方

場 所 所沢市こどもと福祉の未来館（所沢市泉町1861-1）

定 員 ①昼の部、夜の部ともに20名
②各日15組（小学3年～6年生とその保護者）

参加費 500円

地域福祉サポーター 養成講座

地域福祉サポーターって何？？社協CSWと連携しなが
ら、身近に起きている心配事や困り事の解決に向けて、地
域のアンテナ役としても活躍しています！

日 時 7月21日（土）、22日（日）
の2日間10時～16時

場 所 早稲田大学所沢キャンパス
第１会議室（１００号館５階）

５００円（学生２５０円）

対象者

参加費

１）所沢市内在住、在学、在勤で高校生以上の方
２）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

募集人数 ４０名（先着）

申込期間 ６月１日（金）から７月１０日（火）【消印有効】

申込方法 所定の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、社
会福祉協議会窓口、郵送、FAX、メールでの申し込
みとします。※申し込み用紙は、所沢市社会福祉協
議会、各まちづくりセンターに設置及び本会ホーム
ページからダウンロード可能。

障がい児者施設・高齢者施設・保育
園・児童館・ボランティアグループ等た
くさんのプログラムからボランティア活
動を選べます。こ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！
※プログラムは社協ホームページでご確認ください。

説明会・
報告会

【事前説明会】 ※原則参加
①7月21日（土）10:00～11:30
＊会場：所沢市こどもと福祉の未来館
　3階多目的室3・4号
②7月23日（月）18:00～19:30
＊会場：所沢市こどもと福祉の未来館
　１階多目的室1・2号

【体験報告会・交流会】
●9月9日（日）10:00～11:30
＊会場：所沢市こどもと福祉の未来館
　１階多目的室1・2号手話講座

世代を超えた居場所づくり

平成30年６月86号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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