
● 保育園
● 高齢者向け施設
● 障がい者施設など

近くに相談できる
場所がある！

今日食べる
ものも
買えない

引きこもりの
子どもが心配

地域に
頼れる人が
いない

次回、『ちゃお！』89号の発行は平成30年12月上旬を予定しています。

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 所沢　社協 検索

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。

所沢市内の社会福祉法人等が、「地域における公益的な取組」として共同の
相談窓口を設置します！
「心配なことがあるけど、相談に行く場所が遠すぎる」「相談先が分からない」
そんなときに、ぜひお近くの暮らしの相談窓口にご相談ください。

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。

社協だより「ちゃお！」第８８号 平成30年10月発行

わーくみどりさんが仕分けの作業
を担当しています。
地域の皆さんの協力をいただいて、
皆さんのお手元に届いています。

所沢市および近隣の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
無資格・未経験で働ける職場もありますので、是非この機会にご参加ください。

福祉の仕事 
高齢者・障がい者の施設や保育園で、
地域を支える仕事をしてみませんか？

社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター　電話：048－833－8033
（月曜日～金曜日　10：00～17：00 祝祭日を除く）

問合せ

●日　時 2018年11月19日（月） 12：00～15：00
●場　所 所沢市こどもと福祉の未来館　体育館他
●時　間 12：00～13：00　就職支援セミナー
 （若手介護職員の体験談や福祉の求人動向、就職活動のノウハウを
 お話しします）
 13：00～15：00　就職相談会
 （個別に仕事や求人の内容について聞く事ができます）
●参加費 無料
★事前申込された方には、素敵なプレゼント！！（申込みがなくてもご参加いただけます）
★当日はスタンプラリーを開催します
　ブースを３つまわると素敵な木製コースターを差し上げます！！

※応募用紙は社協HPからもダウンロードできます。

各相談窓口の場所・開催日時については
こちらからご確認ください

▲

どこに相談しよう…どこに相談しよう…

※参考見本  平成30年度戌デザイン

募集締切

発表

平成30年11月30日（金）
※必着

平成30年12月中旬

応募・問合せ先

賞及び副賞
（1）最優秀賞（1作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品
（2）優秀賞（2作品）
副賞：本会が運営する福祉施設の授産品

 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、持参、郵送
 またはFAXにてお送り下さい。

所沢市社会福祉協議会「会員証デザイン募集係」
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）
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応募用紙【持参の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、ご持参ください。
【郵送の場合】 記入後、点線に沿って切り取り、はがきの裏面に
 のり付けのうえ、ご郵送ください。

年　齢 応募回数 初めて／（　　）回目

氏　名
ふりがな

〒　　　　  -

住　所

電　話

才

平成31年の干支「亥（いのしし）」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。

平成31年度 所沢社協シンボルマーク

デザイン募集！

市内の社会福祉法人が取り組みます！くらしの相談事業

①法人内で対応します！

②制度やサービスの情報を
 提供します！

③関係機関へしっかりつなぎ、
 相談解決に導きます！

い
つ
で
も

誰
で
も

何
で
も

問合せ・事務局 地域福祉推進課　電話 04-2925-0041

こののぼりが
目印！

愛の福祉基金への寄付合計　　250，989円
【企業・団体】株式会社 中央管財様・日本民謡孝秀会様・
第17回柳瀬地区親睦チャリティゴルフ実行委員会様・
居酒屋ひがし様・匿名1団体様
【個人】（故）神田 文代様・匿名1名様

社協への寄付合計　　50，000円
【企業・団体】埼玉県老人福祉施設協議会 入間東支部（所沢分）様
【個人】牛窪 久雄様

こども未来基金への寄付合計　　19，139円
【企業・団体】匿名1団体様　【個人】畔栁 和子様

寄付
報告

～皆様の善意～

（平成30年7月1日～
平成30年8月31日受付分）

回 覧
所行回 第190号　平成３０年10月1日

つながる

ひろがる

ふくしのわ

平成30年10月
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この情報紙は、2ヶ月に1回発行しています。
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所沢市民フェスティバル「福祉コーナー」に遊びに来てください！

「夏のボランティア体験2018 in 所沢」に参加した小学生から大学生までの10名、秋草
学園福祉教育専門学校の学生6名の合計16名が「とこボラ隊」として活動しました。
また、保護者の方や引率してくださった先生、活動を支えてくださった地域福祉サポー

ターの方々も一丸となって、災害義援金への協力の呼びかけを行ってくださいました。

8月17日（金）に平成30年7月豪雨災害義援金の
街頭募金を新所沢駅前で実施

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

7月27日・30日・31日と8月21日～23日の計6日間、「みんなの縁側・み
かじま さんさん」で小・中学生を対象に学習支援を実施しました。
この企画は地元にある早稲田大学の扇原先生をはじめ、学生ボランティ

アや第4区粕谷区長、三ヶ島小学校PTAの方々とＣＳＷが話し合う中で、
「みかじま さんさん」が地域住民が交流する拠点になっていくきっかけにな
ればとのことから開催されました。

連日、猛暑の中でしたが、子ども達は汗を流しながら熱心に
学習に取り組みました。

「みかじま さんさん」をきっかけに多世代の地域住民が交
流できるような取り組みを今後展開していきたいと思います。

　学生にとって自分達で企画し運営するのは初めての
ことでしたが、地域のみなさんからのアドバイス、こど
も達からのリクエスト、助成金の活用など様々な資源
を活用し実施することができました。

ぽかぽかねえちゃん  冬休み企画もお楽しみに★

毎年、実施している「夏のボランティア体験2018in所沢」に、今年は延べ
325名のボランティアが活動に参加しました。「夏のボランティア体験2018in
所沢」は、ボランティア活動に初めて参加される方を主な対象として、小学生か
ら大人まで、気軽に参加できるプログラムです。ボラン
ティアセンターでは、ボランティア活動に参加したい、
こんなボランティアの方いませんか？というご相談を
受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

大学生の
説明は分かり
やすいなあ～！

冷たいものを
食べて頭をスッキリ

させよう！

推 進 期 間 平成30年10月1日～平成31年3月31日 問 合 せ 地域福祉推進課　電話 04-2925-0041

リクエストした
ハンバーグだ！
嬉しい～！

こんにちは！ ボランティアセンターです★

　福祉施設・団体、ボランティア等が飲食、物品
販売、展示体験のコーナーを出展します！ぜひ遊び
に来てください！

10月27日（土）は
カーレットがやってくる
10月27日（土）は

カーレットがやってくる

日 時 平成30年10月27日（土）、28日（日）
10：00～16：00

場 所 所沢航空記念公園（ミューズ裏側）

災害義援金募金 とこボラ隊！街頭募金デビュー！

赤い羽根共同募金 今年も始まります!

大きな声で呼びかけたよ！

 今年度も「地域から孤立をなくそう」をテーマに共同募金運動が全国一斉にスタートしました。みなさまから寄せられた募
金は地域の孤立防止の活動、こどもの居場所づくりなど様々な地域福祉活動に配分される他、地震や大雨などによる災害へ
の対策や対応にも配分されます。みなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

「こどもの居場所 ぽかぽか広場並木 8 丁目」でボランティアをしている大学生
が「ぽかぽかねえちゃん」として、こどもの居場所づくりをはじめています！

みかじま　さんさんの「さんさん」はどうして「さんさん」というの？

地域の皆さんが参加しながら地域を支える多世代交流の場になること、ふらっ
と誰もが立ち寄れる雰囲気を持つ抜群の日当たりで太陽（sun）が照りつける縁
側があること、三ヶ島の「三」、「３」は耳の形でいろいろな方の話を聴くことなどの
由来から『みんなの縁側・みかじま さんさん』という名称に決まりました。

CSW 小田部

みかじま さんさん夏休み企画★

こども達に聞いたらハンバーグが
食べたいみたいです！

ハンバーグのレシピ、これどうですか？

いいね！

チラシつくりました！
訂正あったら教えてください～！

ぽかぽか広場でのボランティアが終わった後、打
ち合わせをします。大学のテスト期間などで参加で
きない学生はSNSを用いて情報共有・意見出しを
行っています。
当日までに地域に出向いて地域のボランティア
の方と打ち合わせをしたり、チラシを印刷したり、
それぞれが役割を持って当日に向けて準備を行い
ました。

【大学生】
夏休みもあるし、
何かやりたいね！

【CSW】
地域のボランティア、
助成金などの情報提供

【大学生】
夏っぽく流しそうめんとか
楽しそうだね！こども達にも

聞いてみよう！

相 談 実 践

当日スタンプラリーあり
！

景品もらえるよ！

カーレットとは、カーリングを卓上で気軽に楽しめるようにした競技です

みんな来てくれるかな～

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは…個人の困り事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、解決に向けての仕組みづくりをしていく専門職です。

三ヶ島
地区

活動拠点“みんなの縁側・みかじま さんさん”が
オープンしました！

10/5（金）も活動するよ。
参加したい方はお問い合わせ
ください。

（なくなり次第終了です）
※今回も所沢友和会様のご協力をいただきました。

CSW

大学生

大学生

平成30年10月88号つながる ひろがる ふくしのわ・ ・ ！
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