
狭山市社協 検索

社協だより「ふれあい」は、皆様からの地域ふくし支援金（会員会費）・赤い羽根共同募金配分金の一部を活用して発行しています。
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IN さやまIN さやま

第１３回第１３回

○○から始めよう！○○から始めよう！テーマ： 
マル  マル

１０００人の一歩１０００人の一歩
【日　程】 令和2年１月25日（土）・26日（日）
【会　場】 狭山市市民会館　他
【対　象】 小地域福祉活動に興味のある方、
 仲間とつながりたい方
【定　員】 1,000名　※先着順
【参加費】 6,000円（狭山市内在住・在勤・在学の方は4,000円）

【日　程】 令和2年１月25日（土）・26日（日）
【会　場】 狭山市市民会館　他
【対　象】 小地域福祉活動に興味のある方、
 仲間とつながりたい方
【定　員】 1,000名　※先着順
【参加費】 6,000円（狭山市内在住・在勤・在学の方は4,000円）
【主  催】 第13回全国校区・小地域福祉活動サミットINさやま実行委員会
 狭山市社会福祉協議会
【共  催】 狭山市、埼玉県社会福祉協議会、小地域福祉活動を楽しむ全国ネットワーク

【主  催】 第13回全国校区・小地域福祉活動サミットINさやま実行委員会
 狭山市社会福祉協議会
【共  催】 狭山市、埼玉県社会福祉協議会、小地域福祉活動を楽しむ全国ネットワーク

サミットって何？

　身近な地域での活動を行っている実践者が全国から集まり、
お互いに交流や情報交換をしたり、新たな気づきや学びを得る
ためのイベントです。
　もちろん、まだ活動を始めていないけれど、やってみたいと
いう方も大歓迎です。
　今回は狭山での開催なので、狭山市内の活動者も発表します！

　募集要項の中に、参加申込書がありますので、必要事項を記入し、
FAXにてお申込みください。
　募集要項は、狭山市社会福祉会館や狭山市駅東口事務所、公民
館などに設置しています。また、狭山市社協ホームページからもダ
ウンロードすることができます。
【申込期限】　12月18日（水）

お問合せ先

参加方法

ずばり、小地域福祉活動者の学びと交流の場です。

全国校区・小地域福祉活動サミット
全国校区・小地域福祉活動サミット

最新情報は
フェイスブックへ

サミットINさやま第13回全国校区・小地域福祉活動サミットINさやま実行委員会事務局
（狭山市社会福祉協議会）
TEL：04-2954-0294　FAX：04-2954-4343
MAIL：daihyou@sayama-shakyou.or.jp

part3Road to the SUMMITRoad to the SUMMIT
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part3Road to the SUMMITRoad to the SUMMIT

11：15～ 12：15 受付
12：15～ 12：30 オープニングアトラクション
12：30～ 12：45 開会式
12：45～ 13：45 オープニングセッション
14：15～ 17：15 分科会（分科会①～⑧より選択）
18：00～ 20：00 交流会 ※参加費が別途かかります。

9：00～   9：30 受付
9：30～ 10：45 
　『活動者大交流会』
　　「活動者同志、語って、つながろう!」
　『本音deトーク』
　　　　　※どちらかを選択
11：10～ 11：40 まとめ
11：40～ 12：00 閉会式

２日目 ＜1月26日（日）＞

　活動者同志で語り合いたいテーマごとに
グループに分かれて、意見交換・情報交換を
しましょう♪
　お互いに資料を持ち寄れば、あなただけ
のサミット資料集が完成!!

　地域福祉活動の現状と展望、サミットの
これからについて、パネルディスカッション
形式で語ります。
　活動者だからこそできることについて、
一緒に考えましょう！

１日目 ＜1月25日（土）＞

テーマ：居場所 テーマ：子育て

テーマ：福祉教育

テーマ：権利擁護（高齢者などの人権や財産を守る）

テーマ：地域活性化（まちづくり）

テーマ：多文化共生

小地域福祉活動を楽しむ全国ネットワークによる企画

テーマ：地域づくり（生活支援）

親の笑顔は、子どもを伸ばす

 〜食べて遊べてくつろげて、

　  居させられ場所ではないスペースづくり〜

サミットタイムスケジュール

分科会

多世代が集まる！

喜びと生きがいあふれるお互い様の居場所

「一人も取りこぼさない地域づくり」のため、

　福祉教育の目指す姿を

　　　　一緒に考えてみませんか？

こころちゃんに叱られる?!
「小地域における生活支援体制整備事業」の取り組み

～ぼーっとしてんじゃねーよ！
 　みんながワクワクしちゃう地域づくり～

地域で生きる ～もう一度笑顔になりたい～

まちづくりの知恵

　～地域を住みこなす～

防災de知る　多文化共生のまち
〜ちがいを力に〜

ちから

住民活動のエッセンス

　～「平らな関係」で活動をするために～

❶
❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

関心あるテーマを選ぼう！

ここには書かれていない、お楽しみやステキなお土産も用意しています☆
皆様のご参加を運営スタッフ一同、お待ちしております！！

あ
な
た
は

 

ど
っち
？

サミット 日目２

サミットサミット 日目日目１

『活動者大交流会』『活動者大交流会』 『本音deトーク』『本音deトーク』
「活動者同志、
　　語ってつながろう！」
「活動者同志、
　　語ってつながろう！」

地域福祉活動者1000人の
　　  次の一歩を考えよう
地域福祉活動者1000人の
　　  次の一歩を考えよう
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10月1日から 12月1日から

 赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金
ご協力をお願いしますご協力をお願いしますご協力をお願いしますご協力をお願いします

にににに

　10月１日から「赤い羽根共同募金」が、12月１日から「地域歳末たすけあい募金」が始まります。
ご協力いただいた募金は、子どもや高齢者、障がい者などのため、身近な地域福祉活動や民間の
社会福祉施設、団体などが行う活動に役立てられています。

　10月１日から「赤い羽根共同募金」が、12月１日から「地域歳末たすけあい募金」が始まります。
ご協力いただいた募金は、子どもや高齢者、障がい者などのため、身近な地域福祉活動や民間の
社会福祉施設、団体などが行う活動に役立てられています。

埼玉県共同募金会狭山市支会事務局（狭山市社会福祉協議会）
狭山市入間川2－4－13    TEL：04-2954-0294  FAX：04-2954-4343

お問合せ先

1. 戸別募金……… 自治会をとおして募金用の封筒をお配り
 しています。  ご協力いただける方は、
 封筒に募金を入れ、自治会の役員の方に
 お渡しください。

2. 街頭募金……… 駅やスーパーで街頭募金を行います。

3. 窓口での募金… 狭山市社会福祉会館や狭山市駅東口事
 務所、市内老人福祉センター3館、市役所
 に募金箱を設置しています。
 クオカードや図書カードの購入でも募金
 ができます。 

～募金はこんな事業に使われています～～募金はこんな事業に使われています～

～どこで募金すればいいの？～～どこで募金すればいいの？～

高齢の方のために

・ひとり暮らしの高齢者
への見守り活動や交流
事業 など

障がいをお持ちの方のために

・障がい者団体が行う事業や社会参加
の支援 など

地域の活動のために

・地域を応援する仕組みとして、自治会で行
う地域福祉活動の支援 など

子どもたちのために

・子育て中の親が交流できる場所づくり
・児童養護施設の子どもたちの支援活動
・子育て支援団体への助成　
・高校入学準備のための支援 など　

地域から孤立をなくす事業のために

・閉じこもりがちな高齢
者や障がい者が孤立す
るのを防ぐためのサロ
ン活動 など

社会福祉施設のために

・高齢者施設や障がい者施設などが行う
　地域活動支援や技能取得に必要な備品、
災害用備蓄品の購入 など
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お申込み・お問合せ先

お問合せ先

くらし・しごと支援センターさやま　狭山市富士見1ー1ー11（狭山市駅東口事務所内）
TEL：04-2956-7669　FAX：04-2956-7668　E-mail：higashiguchi@sayama-shakyou.or.jp

生活再建のために一時的な生活費の給付を
必要としている方。詳しい諸条件は面接によ
り確認します。
（ただし生活保護申請者及び受給者は除く。）
10月1日（火）～翌年2月28日（金）（予算が無
くなり次第、期間内であっても終了）
1世帯あたり　10,000円
※給付までには、くらし・しごと支援センター
さやまで、生活課題についての相談が必要
です。

　くらし・しごと支援センターさやまでは、未
使用テレホンカード、未使用切手の寄付を募
集しています。
　使い道としては、当センターの相談者が就
職活動を行う際の電話代、履歴書郵送代など
の一時的な支援のため利用するものです。
　ぜひ皆様にも、寄付の協力をお願いいたし
ます。

未使用テレホンカード、
 未使用切手の寄付のお願い生活困窮者緊急用生活費給付事業

【対　　象】

【実施期間】

【給 付 額】

※片付けなどで出てきた昔の未使用切手、
　未使用テレホンカードなども！

【日　時】 10月26日（土）14時～16時（開場13時30分）
【会　場】 狭山市市民会館　小ホール
【参加費】 無料　※お申込み不要・先着順

令和元年度　狭山市生活支援体制整備事業

地域福祉フォーラム・講演

「ひとりぽっちのいない地域づくり」

　ゴミ屋敷、引きこもり、8050問題、老々介護など、地域
には様々な問題を抱えながらも、懸命に暮らしている人が
たくさんいます。その誰もが地域で生きるひとりの住民で
あり、共に暮らす仲間です。「ひとりの課題は、みんなの課
題」、地域の皆様が自分のできることで支え合う、そんな
地域にするために、私たち一人ひとりに何ができるのか一
緒に考えてみませんか？

講師：勝部　麗子 氏

かつべ れいこ

　全国で第１号のＣＳＷ（コミュニティ
ソーシャルワーカー）。
　地域住民の力を集めながら数々の先進
的な取組に挑戦し、その活動は国や全国
の社協の地域福祉モデルとして拡大展開
されている。
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お申込先・お問合せ先
狭山市ボランティアセンター

TEL：04-2954-0294　FAX：04-2953-4343
E-mail：chiiki@sayama-shakyou.or.jp

ボランティア募集

彩の国ボランティア体験プログラム（秋・冬）

あなたにも きっとみつかるボランティア講座

お祭りボランティア①
【日　時】 11月2日（土）9時～ 17時（半日のみでも可）
【場　所】 身体障がい者施設大樹の家（狭山）
【内　容】 イベント「大樹鍋」の手伝い

【体験期間】 秋メニュー：  9月1日（日）～ 11月30日（土）
 冬メニュー：12月1日（日）～   2月29日（土）
【体験内容】 保育体験、高齢者との交流体験、
 障がい者との交流体験、地域活動の体験、
 イベント体験 など
 ※メニュー表は自治会回覧板、社協ホーム
 　ページなどで入手できます。
【参加費】 無料（活動先により実費負担あり）

【日　時】 応相談 ※要予約
【場　所】 狭山市社会福祉会館
【内　容】 ボランティア活動の心構えや持ち物について
【申込み】 前日までにボランティアセンターへ
【備　考】 申込書、 体験先のメニュー表は社協ホー
 ムページからダウンロードできます。
※未成年の方は申込書に保護者の署名・捺印が必要です。

　子どもから大人まで、誰もが気軽にボランティア活動に参加できる、様々な
体験メニューを用意しました。
　私たちが住んでいる地域を知る大チャンスです。市内福祉施設や児童施設、
イベントなどでボランティア活動を体験してみませんか。

 説明会（オリエンテーション）

【日　時】 11月6日（水）10時～ 12時
【場　所】 狭山市社会福祉会館
【内　容】 ボランティアの役割、活動のマナー、
 活動先マッチング

【日　時】 11月29日（金）10時～ 12時
【場　所】 狭山市社会福祉会館
【内　容】 まとめ など【日　時】 11月11日（月）～11月27日（水）までの期間内で

 参加を希望する日
【場　所】 市内福祉施設 他
【内　容】 各ボランティア先からのオリエンテーション、
 ボランティア体験（高齢者施設、障がい者施設、
 児童施設、サロン 他）
 ※希望日・活動先は基礎講座時に選択していただきます。
 ※詳細は順次ホームページなどにてお知らせします。

【対　象】 Step1 ～ 3のすべてに
 参加できる方。
 （Step2は1日以上）
【参加費】 無料
【申込期限】 10月31日（木）

基礎講座に参加する

振り返る
興味のある活動先で
　　　　　ボランティアをする

Step1

Step3
Step2

お祭りボランティア②
【日　時】 11月9日（土）8時30分～ 15時
【場　所】 多機能型支援施設みのり（入間川）
【内　容】 イベント「みのり祭」の手伝い

お祭りボランティア③
【日　時】 11月16日（土）8時30分～ 15時
【場　所】 グループホームあおぞら（入間川）
【内　容】 イベント「マルシェ」の手伝い

保育ボランティア
【日　時】 11月26日（火）9時30分～ 12時30分
【場　所】 狭山市保健センター（狭山台）
【内　容】 ペアレント教室に通う方のお子さん
 （0歳～ 2歳児）の保育

詳しくはお問合せください

「ボランティアに興味があるけど、

どんな活動があるの？」

という方のための入門講座です。
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お申込先・お問合せ先
狭山市ボランティアセンター

TEL：04-2954-0294　FAX：04-2953-4343
E-mail：chiiki@sayama-shakyou.or.jp

狭山市生活支援体制整備事業（第2層）

　毎月開催されるサロンにあわせて、子どもた
ちが来られるイベントを開催しました。
　多種多様な昔遊びを子どもがお年寄りから
教えてもらい、交流が生まれました。

柏原・「こども縁日」流しソーメン 柏原・夏休み宿題教室

入曽・昔遊びと縁日

狭山市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター
狭山市入間川2－4－13    TEL：04-2954-0294  FAX：04-2954-4343

お問合せ先

　生活支援体制整備事業は、介護保険を財源にした事業です。
　この夏は地域の高齢者、子ども、子育て世代など、世代
を越えた交流が深まりました。高齢者にとって地域の子ども
たちは大切な宝物です。
　子どもたちが何をしたら喜んでくれるかを考えること
そのものが、高齢者の居場所づくりや役割になっています。

流れてくるソーメンをキャッチしようと、
みんな必死に頑張りました。

宿題のドリルをスタッフの先生が一緒に採点しました。  
この日１日で、ドリル20ページ全部終えることができました。

第38回

「みちくさバザー」開催!!

【日　時】 10月19日（土）10時～ 13時30分
【場　所】 狭山市社会福祉会館 駐車場
 （雨天の場合は、狭山市社会福祉会館内）
【内　容】 手作り品、リサイクル品、日用雑貨類、
 書籍、新鮮野菜、やきそば、タピオカ、
 マドレーヌ、ケーキ付コーヒー、煮卵、
 コロッケ、 などの販売

【日　時】 12月3日（火）10時～ 15時
【場　所】 狭山市社会福祉会館 研修室・調理室
【講　師】 狭山市社会福祉協議会 塩野谷延夫会長
【参加費】 500円（軽食代含む）
【定　員】 10名（応募者多数の場合は抽選）
【持ち物】 エプロン、三角巾、ハンドタオル
【申込期限】 10月31日（木）

シニアのための仲間づくりシリーズ

「漬け物づくりで仲間づくり!」
　寒い季節やお正月を前に、
美味しくて簡単な漬物づくり
を体験しませんか？ ちょっぴ
り、地域福祉の話も…。
　ワイワイがやがや、みんな
で楽しく、漬物と仲間、どち
らも作っちゃいましょう！

講
師は
本会会長!

ゆうきくん こころちゃん

ご来場を
お待ちして
ます！

 似顔絵 by 社協職員
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日時：11月30日（土）  　開会：13時（受付開始12時15分）
会場：狭山市市民会館 中ホール（車いすでの入場可）

第40回 社会福祉大会第40回 社会福祉大会（記念大会）（記念大会）

第2部：ドキュメンタリー映画上映会第１部：式典

第39回表彰の様子第39回表彰の様子

『ぼけますから、
　 よろしくお願いします。』

『ぼけますから、
　 よろしくお願いします。』

※ 申込み不要。直接ご来場ください。
※ なるべく公共交通機関をご利用ください。◆ 手話通訳、要約筆記あり

　社会福祉大会は、狭山市の社会福祉の発展に功績のあった個人、団体を顕彰するとともに、
市内の社会福祉関係者などが一堂に集い、相互の連携を深め、福祉活動の更なる普及と充実を
図ることを目的として開催いたします。

　長年にわたり、社会福祉協議会の運営や事業に
協力していただいた方々や、地域福祉に貢献のあ
った方々へ感謝を込めて表彰式を行います。
　第40回記念大会の今回は特別表彰があります。

大反響のテレビドキュメンタリー、待望の映画化。
認知症になった妻と90歳を超えた夫との日々の生活を

娘が追い続けたドキュメンタリー。
連れ添って生きて、互いに老いていく・・・。
切なさと愛おしさに満ちて、胸に深く響く。

タイトル：

　8月28日（水）、狭山市社会福祉協議会は、狭山警察

署と、子どもや高齢者が安全に安心して生活できる社

会づくりに向けた「見守りネットワーク」の構築に

関する覚書を締結しました。

　両者は、情報の提供やそれぞれの活動への協力、

連携を図り、これまで以上に共に力を合わせて、安心

して暮らせる地域づくりを推進します。

　締結式の中で、狭山警察署長からは「この地域の

侵入犯やひったくりは

減少しているものの、

振り込め詐欺の被害

は増大している」との

ことでした。

　被害にあわないため

にも、地域のつながり

の中での見守りや啓発

活動がより重要になっ

てきます。

　6月から毎月１回、老人福祉センター３館において、

CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）※による
「福祉何でも相談」を開始しました。経済的なこと、家族

についてのこと、介護や障がいのこと、市役所での手続

きのことなど、何でも相談を受け付けています。看護

師による健康相談も同日に開催しているので、そのつ

いでに確認してみたいことでも大丈夫。

　専門の相談窓口では相談しづらい方、誰かに話を聞

いてもらいたいなど・・・お申込みは不要です！気軽に

ご相談ください！

宝　荘：毎月第2木曜日 13時～14時30分
寿　荘：毎月第2水曜日 13時～15時
不老荘：毎月第2火曜日 10時～12時

【日程】

「福祉何でも相談」はじめました！「見守りネットワーク」の構築に
関する覚書締結式を行いました

▲塩野谷狭山市社協会長と塚本狭山警察署長

狭山市駅東口事務所　狭山市富士見1-1-11
TEL：04-2956-7665

カメラを向けて 初めて気づいた。
両親がお互いを 思いあっているということ。

お問合せ先

※コミュニティ・ソーシャル・ワーカーとは、生活課題
　を抱える人の個別支援や、その人たちが暮らす地域
　のネットワーク支援を行う職員のことです。

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
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©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
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狭山市社会福祉協議会 狭山市入間川2－4－13
TEL：04-2954-0294  FAX：04-2954-4343

お問合せ先
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　平成30年 法人化40周年
●主な事業
　会員会費・共同募金事業／狭山市ボランティアセンター／子育て支援（ファミリー・サポート・センター）／
　有償福祉サービス（ささえあい狭山）／生活支援体制整備事業（第１層・第２層）／訪問介護事業／
　手話通訳者派遣事業／生活困窮者自立支援事業（くらし・しごと支援センターさやま）／成年後見センター／
　生活福祉資金貸付／地域包括支援センター／老人福祉センター

　社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進をおこなう民間団体（通称：社協）。
　地域に暮らす皆様の他、民生委員・児童委員社会福祉施設、社会福祉法人などの関係者、保健・医療・教育
などの関係機関の参加・協力のもと、地域の人々 が住み慣れたまちで安心して
生活できる「福祉のまちづくり」の実現を目指した様々な活動を行っています。

「社協（＝社会福祉協議会）」とは・・・「社協（＝社会福祉協議会）」とは・・・
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ほんとは、よくわからない…
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が、社協だけで解決できるこ
とも少ないです。皆様の困り
ごとをしっかりと伺い、共に
考えて、関係する専門機関に
つなげたり、地域住民の皆様
と協力をして解決策を見出
します。まずは、社協へご相
談ください。

Ｑ４： 社協って、困っていたらな
んでもやってくれるの？
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と協力をして解決策を見出
します。まずは、社協へご相
談ください。

Ｑ５： 社協の使命ってなに？
Ａ５： 社協の使命は「住み慣れた
まちで、誰もが安心して暮ら
せる地域づくり」です。そのた
めにも、まずは住民の皆様
に、社協の存在や社協の活動
を見て聞いて知っていただ
き、頼りになる存在として理
解されるための活動をこれま
で以上に展開していきます。

狭山市社協
公式キャラクターの
「こころ」です
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ふれあい ～ たつみ け

　狭山台中央自治会の男性の会『三火会』が中心となり、
6年前から親睦と認知症予防のため、「三火会麻雀同好
会」が始まりました。現在女性6～ 7名を含む21名の
会員で、月に3回狭山台公民館で開かれています。
　取材に伺った日は14名の参加でした。参加者は「と
ても楽しい」「全体のリズムを崩さないようにと心掛け
ている」とおっしゃっていました。そのリズムがあって、
楽しそうにおしゃべりしながら、手を使い、頭を使う。
皆さんの頭の回転の速さにはびっくりです。
　メンバー交代しながら4回ゲームをし、賭け麻雀をし
ない代わりに成績を記録します。3か月毎と年間表彰

が行われるそうです。麻雀以外にもバス旅行などの行
事で、当初の目的は達成されているようでした。リー
ダーの山葉さんは「続けることが大事です」とおっ
しゃっていました。

小島　幸子
小池　律子三火会麻雀同好会 狭山台支部通信員

ゲーム開始 表彰式 兼 親睦会

　6月の快晴の日、入間川田中地区の田んぼで行われた
「子どもたちの田植え体験」を取材しました。近隣の
「こども会」の子どもと保護者、ボランティア、スタッ
フなど総勢70名が集まりました。
　「杜の会」の粕谷会長の挨拶のあと、一斉に子ども
たちの田植えが始まりました。子どもたちは、保護者
やサポーターの方々が見守る中、苗代3～ 4本を手に
田んぼへ足を入れ「ウヘー、冷たい！」「泥んこ気持ち
わるいよ！」などと歓声をあげながら、横一列に並び、
苗を植えていきました。
　この催事は、地域の有志が伝統的な米作りとその稲
わらを利用したしめ縄作りを継承していこうと、10年
前、かつて休耕田だった田んぼを借り受け、「杜の会」
を立ち上げると同時に「こども会」に呼びかけたこと

から始まりました。
　収穫の秋、大人は稲刈り、子どもは束ねと吊るし作
業を手伝います。お米はお餅にして食べて、一部は社
協へおすそ分け。稲わらは「杜の会」の当番の方々が
集まってしめ縄を作り、年末に田中稲荷神社へ奉納し
ます。

庄司　米子
葛西　　治子どもたちの田植え体験！ ～田中地区～ 入間川東支部通信員

「こども会」の田植え風景 しめ縄のある田中稲荷神社

　富士見1丁目自治会館では「おたがいさま♡ふじみ
『くつろぎの場』」を開催しています。
　「おたがいさま♡ふじみ」では、誰でも集えてちょっ
とした相談ができ、おたがいさまで助け合える場を作
りたいとの思いから「くつろぎの場」が実現しました。
　この日は、男女10名ほどが集い、談笑しながら折り
紙を教え合いました。参加者の女性が、「家では、ひ
とりでテレビを見ているだけですが、ここは人と話せ
るので楽しい」と。
　この「集い」の立ち上げに関わった方たちは、「地
域の人が手助けをすることで、人と人がつながり、交
流の場ができれば嬉しい。」「みんなが来てくれること

によって、地域の課題を解決するきっかけづくりにな
ります。」などと話してくれました。
　嬉しいことに、ここは男性の協力者が多いので、内
気な男性も躊躇なく参加することができます。

入谷きみ江
米田　香子おたがいさま♡ふじみ『くつろぎの場』でお待ちしています 富士見支部通信員

男性も女性もみんなで談笑 折り紙で様々な作品を作ります

もり

なえしろ
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たまり場　せきれい停
福寿草会
狭山ビッグバンド・ピラミッド
サロン・アザレア
上奥富中西部自治会
平和を願う歌と語りの会実行委員会
匿名（46件）

5,000 
20,000 
31,849 
1,156 
370 

10,000 
257,996 

円

円

円

円

円

円

円

狭山市赤十字奉仕団
齋藤　直美
大仲　馥子
シチズンマイクロ（株）
（株）粕谷自動車
（株）エフ・イー・シー
金澤　譜美子
セブンスデー・アドベンチスト入間川キリスト教会
西澤　久子
狭山市更生保護女性会新狭山支部
ぐるうぷ小さな手
緑川　美幸

【物品寄付】【寄付金】

温かいまごころありがとうございました温かいまごころありがとうございました
令和元年6月1日～令和元年8月31日（順不同・敬称略）

古切手

未使用ハガキ・古切手
布製手作りことわざかるた
下着類

安斎医院　
安全協和会
(株)彩り企画
(有)岩崎織物工場
(株)大塚商会
オリエント防災工業(株)
家族倶楽部
キッコーマンソイフーズ(株)
行政書士たいけい事務所
(株)工進精工所
小島化学薬品(株)
(株)小林製作所
(株)埼玉成光
さくらんぼ歯科医院
狭山ケアセンター
狭山市医師会
狭山市柔道整復師会
狭山市薬剤師会

狭山バス運輸(有)
（福）狭山福祉会
(有)三愛自動車販売
至聖病院
清水　重由
(株)住和
（福）靖和会 特別養護老人ホームつつじの園
綜研化学(株) 狭山事務所
莊司社会保険労務士事務所
ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ狭山
髙柳公認会計士事務所
多機能ホームつばさ
中央企画
中央労働金庫狭山支店
東京ゴルフ倶楽部
中島　憲昭
(株)七星科学研究所
(株)日建ライフ

日本電波工業(株)
半貫　敏夫
飯能信用金庫狭山西支店
飯能信用金庫新狭山支店
(株)フィールドプロテクト
(株)フルヤ
ＮＰＯ法人ぽしぇっと
(株)ホンダカーズ埼玉西 新狭山店
本田技研工業(株)埼玉製作所
(株)ミツギ
(有)ミネ五十子印刷
六車　徳誠
明治ライスデリカ(株)
山田諭子税理士事務所
(株)ロッテ 狭山工場

※自治会をとおしてご協力いただいている方に
　つきましては、回収・集計等の都合により、
　掲載時期が異なる場合があります。

社協賛助会員の皆様のご紹介  令和元年８月31日現在（五十音順・敬称略）
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日程などの変更の可能性もありますので、詳細やお申込みは…
狭山市社会福祉会館、狭山市駅東口事務所等へお問合せください。

狭山市社会福祉協議会
社会福祉法人

発行

狭山市社会福祉会館内）
TEL. 04（2954）0294　FAX. 04（2954）4343
E-mail daihyou@sayama-shakyou.or.jp
ホームページ http://www.sayama-shakyou.or.jp
Facebook https://www.facebook.com/sayama.shakyo/

社協だより「ふれあい」は、自治会等の協力を得て各戸に配布されております。
点字版、デイジー版もボランティアにより作成しています。

社会福祉協議会より、お知らせと生活に役立つ情報

銀行
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東口

集会所

至本川越

一方通行
（西武新

宿線）

至所沢
狭山市駅

市役所

市立図書館
市民交流センター スカイテラス

社会福祉会館

狭山市駅東口事務所〒
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◉法律相談
　弁護士による相談を毎月第3金曜日に実施しています。
時　間　14時～ 16時 ※要予約・無料
場　所　狭山市社会福祉会館

◉広報番組 「ふれあいこころちゃん」 放送のお知らせ
　狭山市社会福祉協議会の事業や地域福祉活動の情報をお届けします。
狭山ケーブルテレビ「さやまの窓」内5分間
日　時 10月25日（金）～31日（木）
 7時10分、12時40分、15時40分、
 17時45分、19時40分、
 23時40分の6回

◉狭山市社協YouTube
          チャンネルができました！
　広報番組「ふれあいこころちゃん」を
いつでも見られます♪ YouTubeで
「狭山市社協」と検索してみてください！

◉紙おむつを配布します
　寄付によりいただいた紙おむつを社協会員に配布いたします。
【手続き】 １．お電話で氏名・来所する日時・希望の紙おむつの種類を
 　  お伝えください。
 ２．狭山市社会福祉会館までお越しください。
【注　意】 希望の種類、サイズが無い場合もあります。 
 メーカーの指定はできません。
 配送などのサービスは行っておりません。
※不要になった未開封の紙おむつの寄付も受け付けております。

狭山市社会福祉会館より
☎2954-0294

狭山市駅東口事務所より
☎2956-7665

◉権利擁護法律相談 「あんしん  さやま」
　認知症高齢者や障がいのある方が、判断能力が不
十分なために権利が侵害されないよう、ご本人、ご家
族や福祉関係者などからの生活上の悩みや困りごと
に対して、弁護士が専門的な立場から問題を整理し、
解決に向けて支援（助言、関係機関との調整など）を
します。
日　時　11月1日（金）、12月6日（金）、1月17日（金）
　　　　10時～ 12時　※要予約・無料
場　所　狭山市駅東口事務所　相談室

老人福祉センター宝荘より
☎2952-7777

◉みんなで歌おう!昔なつかしい青春歌謡
　生バンドの演奏に合わせてなつかしの青春歌謡を
歌いましょう！
日　時　11月10日（日）13時～ 14時
 （智光山わくわく公園まつり開催期間中）
場　所　宝荘（柏原612）
※予約不要・入場無料
※車をご利用の方は、
　智光山公園駐車場へ。

お買い得情報で盛り上
がる車中！


