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　新しい年を迎えたと思ったらもう2月です。昨年は、熊本地震、東京の知事が変
ったら豊洲、オリンピックの費用問題など明るみにでる、アメリカ大統領に初めて
女性かと期待されましたが…。
　身近な問題では、高齢者の自動車、自転車事故が多発し、幼い子供を巻き込む悲
惨な事態もありました。その原因として認知症がクローズアップされています。
　さてみなさん2030年（13年後）には65歳以上の高齢者が、人口の3分の1を占め
ると試算されています。まさに介護する側、される側、日本のほぼ全員が介護を暮
らしの一部として受けとめなければならない時代になってきました。

　2017年の干支は酉です。鳥は人に時を報せる動物で、また「とり」は「取り込む」と言われ商売に縁起の良い干支
です。さらに酉の干支の特徴として親切で世話好きとあります。ボランティア精神に富んだ動物のようです。
　昨年の12月、民生委員・児童委員の改選があり、大砂土東地区では退任が8名・新任が10名で総勢53名となりまし
た。全員地区社協のメンバーとして参加頂けることになり、また退任される方も引き続きご協力頂けるとの事で大変
ありがたいことです。
　他の地区社協と比較してサロン活動・世代間交流事業・太極拳講習会・共催事業と多岐に渡って活動してます。
　ボランティアとしてのご協力いただける方のご紹介お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（威）

編 集 後 記

みなさんお元気ですか？みなさんお元気ですか？
大砂土東地区社会福祉協議会会長　武藤　勇

真心のご協力ありがとうございました

　戦後 70 年を過ぎた今、忘れられた近所付き合いが
希薄になったのは、昭和 40 年代高度経済成長期を迎
えとにかく多忙となり、とくに男性は隣近所と顔を合
わせる機会も減って、マイホーム主義となり、昔の地
域コミュニティであった「向こう 3 軒両隣り」とい
われた近所の付き合いが減少したことによります。
　福祉の国といわれるデンマークでは、今の生活を継
続しながら自分を生かし「自らの暮らし方を決める」
これが高齢者ケアの原則としています。即ち自立して
友人を持ち、お互いを尊重しながら支えあうことだそ
うです。
　当社協では多くのみなさんの努力でその形が出来て
います。

　地域が抱える様々な福祉の問題を、みんなの問題として考
え話し合い計画し解決に当たることを目的にしています。

地区社協事務所

大和田駅

スイミング銀行

マルエツ

至大宮

入口

第 1　見守りネットワークの推進
　　地区内の自治会・新聞・牛乳・配食等の事業者との協力
第 2　高齢者の居場所、生きがい、健康づくりの支援
第 3　お茶のみ、趣味、運動、会食等のサロン
第 4　子どもと地域の人とのふれあい
　　学校を通して世代間交流・声かけ運動等

　今、少子高齢化が進む中でこれらの事業を発展させることにより、少しずつ良い方向
に変化してきている様に思います。
　昨年の 2 月の内閣府「社会意識に関する世論調査」によると「地域での近所付き合い
をしているか」の問に「よく付き合っている」が全体で 16.9%、70 代男性 31%、又、
女性が 20代～ 30代になると、その数が大幅に増えていることです。
　現に地区内の公園では多くの母子が集まり談笑している様子を見てもわかります。

地区社協の事業は広報紙「えがお」で！
　地区社協の活動は「えがお」を通してみな様に適時報告しています。記事は見やすく・
読みやすく・地域の人の参加を目標に 32 回目の発行となります。ご支援宜しくお願い
します。

　福祉活動の資金はみな様の貴重な募金により運営されています。ありがとうござい
ます。今後とも宜しくお願いします。

自治会役員・会員のみな様の協力があって！

健康の源は友達付き合いから！ 地区社協の役割は！

その主な事業は！

地区社協ってなあに？
　地区社協とは、福祉活動を進めるために
誕生した民間団体で地区社会福祉協議会の
略称です。見沼区には4つあります。大砂
土東地区社会福祉協議会は、大和田町・堀
崎町・島町・東大宮1～7丁目を活動範囲と
しています。

今大砂土東地区社協では…
　地域で活動できる方を募集しています。
・一人一人の経験がこれからの地域の生活の知恵になります。皆さん
　のその経験を個性を活かしてみませんか。どんなことでも地域で活
　動できる場所はあります。
・「車椅子」の貸し出しをしています。
・「赤十字健康生活支援講習」テキストの貸し出しをしています。

※問い合せは地区社協までお願いします。

・社会福祉協議会賛助会費 1,004,040円
・赤い羽根街頭募金 40,012円
・赤い羽根共同募金 3,102,211円
・歳末たすけあい募金 1,063,043円

※これらの募金は一人暮らし高齢者、障害者、子どもたちなどを対象とした地域の福祉活動を支援するための募金で
す。また、災害時には、災害ボランティアセンターの設置や運営など、被災地支援にも役立てられます。当地区社協
においては、社協の事業であるふれあい会食・サロン活動・世代間交流事業・見守り活動などに使われています。

太 極 拳 災害時高齢者支援講習会

＜平成28年11月30日　大宮武道館開催＞

・日頃の運動不足解消
・すがすがしい気持
・姿勢がキレイに！！
・自己免疫力アップ
・病気にかかりにくくなる
　などいろいろな効果も
　期待

平成28年10月27日　東大宮コミセン開催
平成28年11月29日　大砂土東公民館開催

もしもの時、自分だけでなく周りの人の支えができるよ
う楽しく学ぼう！！

（平成28年12月8日現在）

毛布でガウン

風呂敷2枚でリュック



こんにちは　民生委員 ・児童委員ですこんにちは　民生委員 ・児童委員です一斉改選を終えて　

　大砂土東地区の民生委員・児童委員を紹介します。昨年 12 月に一斉改選がありました。お住まいの地域の
担当者をご確認下さい。今後も地域の福祉向上、住み良い町づくりのお手伝いに努めてまいります。

大砂土東地区民生委員・児童委員　会長　野　﨑　宏　昭

　　　氏　名 　　　　　　　担 当 地 区
　　斉藤　威夫 大和田町1丁目28、314～521、524～549
　　法身　道子 大和田町1丁目122～296、550～556
　　川島　美江 大和田町1丁目522～523、557～789
　　榎本　泰子 大和田町1丁目790～930、1024～1108、1119～1167
◎　野﨑　宏昭 大和田町1丁目1109～1118、1168～1259、1275
　　小網　光子 大和田町1丁目931～1023、1308～1390
　　浅子　英子 大和田町 1丁目 1400 ～ 1469、1482 ～ 1558、1862 ～

1894、1901 ～ 1989
　　塚越　秀子 大和田町1丁目1280～1306、1391～1398、1588～1688

、1703～1799、1825、1844～1861、1998、2012～
2035

　　石田　征子 大和田町1丁目2037、2040～2058、2085、2090～
　　安蒜　春子 大和田町2丁目107～143、825～988
　　金山　武秀 大和田町2丁目147～201、587～823
　　古谷　謙明 大和田町2丁目205～311、452～582
　　山﨑　昭子 大和田町2丁目313～443
　　榎本　照枝 大和田町2丁目991～1008、1041～1071、1072-2、1548

（枝番なし）1548-18～1548-23、1551～1567、1567-2
～1567-3、1567-11～1567-15、1588-3～1588-10、
2187～2197

　　柳沼　君世 大和田町2丁目1009～1040、1072-9～1072-12、1073～
1139

　　横田　洋子 大和田町2丁目1140～1300、1304、1319～1348-2、
1385～1387-2、1648-1～1803

　　宮川　里代 大和田町2丁目1307、1350～1382、1388、1394-2、
1415-2～1497-7、1596～1599-5、1600～1625-9

　　島﨑　靖子 大和田町2丁目1495～1547、1548-1～1548-16、1567-6
～1567-10、1568～1587、1588-11～1588-16、
1589-9、1590～1595

☆　石坂　朋子 堀崎町1～12-0、12-2～194、277-1～365-8、385-15
　　榎本　一男 堀崎町12-1、734～1008
　　菅谷　京子 堀崎町195-1～274-13、366-1～383-13、386-3～469

（464を除く）
　　矢部　　明 堀崎町464、471～733
　　干場五百子 堀崎町1009～1101、1159-2、1628～1755、大和田町2

丁目2194～2197、東大宮7丁目67（67-1パークサイド
を除く）、68、76、77

○　吉田　哲雄 堀崎町1163～1166、1184、1185、1200～1277
☆　勝部　晴夫 堀崎町1102～1142、1347～1625、東大宮7丁目19～

20、22-17、24-14、26-17、26-18
☆　佐藤　裕子 島町1～13、27～32、40～43、47～55、161～225、

241～700、881～906、島町1丁目1～8、13～14
　　枝久保なほみ 島町14～26、33～39、44～46、56～160、226～240、

948～965、1112～1178-1、1181～1217、1219～
1226、1264～1285

　　山田美沙子 島町726～727、735、738～880、907～947、966～
1111、1178-2～1180、1218、1227～1263、島町1丁目
9～12、島町2丁目1～13

☆　渡邊　悦子 島町701～725、728～734、736～737

　　　氏　名 　　　　　　　担 当 地 区
☆　久保田幸宏 東大宮1丁目1～12、18～22、東大宮5丁目5、8～10、

14～15、18、19-2、19-4、19-6～19-14、19-16～
19-17、19-24、20-2、20-9～20-10、22、23、25-3、
28、33

　　笠原　英子 東大宮1丁目13～17、23～34、76～77
　　山田　則子 東大宮1丁目71～99（76～77を除く）
○　鈴木　治美 東大宮2丁目1～32
☆　竹内みよ子 東大宮2丁目33～49
☆　鈴木　八郎 東大宮2丁目50～59
　　徳竹斐作明 東大宮3丁目5～6＜県営砂団地＞5-1RC1・2・8～11・

31号棟、6-4RC14～17号棟、4-1A棟、5-1B棟、6-2＜ブ
ルーハイツ＞東大宮3丁目6＜県営砂団地＞6-4RC19～
21・30号棟

　　石川由美子 東大宮3丁目1～3、7～、大字砂1039-2＜コロネード大宮＞
東大宮3丁目4＜県営砂団地＞4-1RC22～29号棟

　　小泉　俊江 東大宮4丁目1～28（28-7メゾンドルミネを除く）
　　羽島美智子 東大宮4丁目28-7＜メゾンドルミネ＞、29～46
☆　遠藤　和子 東大宮4丁目47～60
☆　更科　幸子 東大宮4丁目61～76
　　京村まき子 東大宮5丁目1～4、6、7、8-3、9、15-8、16、18-3～

18-6、18-9、19-1、19-3、19-5、19-15、19-18、
19-19、20-1、20-3～20-8、20-11、24、25~25-2、
25-4～25-21、26、27、29～32、33-1～33-3、33-22

　　鈴木　晶子 東大宮5丁目34～60
　　佐賀　豊子 東大宮6丁目1～24
　　大熊　常彦 東大宮6丁目25～29、31～41、55
　　小池　圀江 東大宮6丁目42～49、71～77
☆　小澤　　決 東大宮6丁目50～54、56、57-1～57-6、58-3～58-6、59

～70
　　坂井　厚子 東大宮6丁目30、31、57（57-1～57-6を除く）、158～

161、東大宮7丁目1～2、7～10、13-9、13-14、14-8、
21～22-8、22-16、22-27、24-4、24-23～35、24-37、
29-7～29-8、34-22、43-1～5、43-15～49

　　加藤　　寛 東大宮7丁目3-5～5、6-9、11～12、15～18、22-11、
24-3、24-9～12、25-2、25-11、26-7、26-22～29-1、
29-16、29-31～34-12、35-16～41、43-8～9、61-9、
61-15～62-1、62-24～28

　　保栖　千秋 東大宮7丁目50～61-2、61-6、62-13、62-30～67-1
＜パークサイド＞、70～75

　　
　　 (主任児童委員)
　　  榎本奈津枝
　　川島　道代
　　茂木　晴代 ｝大砂土東地区全域

（◎会長　○副会長　☆新任）

※ご自分の地区の担当民生委員・児童委員がわからな
い場合は直接見沼区福祉課（６８１－６０５３）へお問
い合わせ下さい。

平成29年は民生委員制度創設100周年となります。宜しくお願いいたします
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いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに
いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに
いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに

　前回 30 号において子どもを事故・事件から守る安心・安全な大砂土東
地区を目指して「子どもの見守り・声かけ運動の推進」事業のモデルケー
スとして大砂土東小学校の登下校時の見守りについて取りあげました。
　今回学校から遠い地区（徒歩 40 分～ 50 分位かかる）大和田町 1 丁目
西地区の保護者の皆様 7名との話し合いを実施しました。

下校時に子どもを一人にしないために
『地域の目ネットワーク』づくり推進
下校時に子どもを一人にしないために
『地域の目ネットワーク』づくり推進

　東大宮 6丁目自治会
会長　齋　藤　輝　夫

　
　武蔵の国足立郡大宮村・一の宮氷川神社が鎮座した
のは 800 年以上の昔といわれています。以来宮町、宿
場町そして中山道の要所として発展してきた大宮村に、
明治政府が高崎線大宮駅の近くに機関車製造及び修理
工場を開設しました。
　大宮村は大宮市となり、さいたま市へと発展しまし
た。東大宮 6 丁目は、旧国鉄の共済組合が永年勤続の
退職者に住宅を供給するため用地買収を行って、国鉄
A 団地、B 団地、C 団地の造成を行い、道路を整備し
公園を作りました。国鉄 C 団地と呼ばれた地区、それ
が今日の東大宮 6丁目で、大字丸ヶ崎の大原、一本松、
三番関の一部、砂町の一部が含まれています。
　この地区には 20 数軒の農家があっただけの寒村で
したが、開発が始まり東北本線の東大宮駅が開業した
昭和 39 年 3 月からは東京のベットタウンとして急激
に人口が増加しました。
　250人程の国鉄退職者と家族達がこの地に家を建て、
転居をはじめたのは昭和 38年頃です。

　まだ駅ができる前で周辺には何もない頃でした。この
C 団地の国鉄退職者が中心となり丸ヶ崎寿会をつくりま
した。以来、丸ヶ崎寿自治会、東大宮 6 丁目自治会と名
称を変更しつつ、会則も 17 条、29 条、43 条と時代の
変遷に適合するべく改正してきました。
　東大宮 6 丁目には旧跡がありません。山林、畑、沼地
の入りくんだ平地を造成して発展したために石碑の一つ
もない町が特徴ですが、素晴らしい文化の町として変貌
しています。
　平成 28 年 7 月に、念願であった自治会が法人格の取
得を達成しました。その時点で6丁目の人口は3,242人、
自治会の構成員数は 1,776 人、自治会の人口に占める構
成員比率は約 55% でした。世帯数も 677 世帯で、近い
将来 700世帯を超えるのは確実です。
　ここ 4、5 年の自治会活動は総務、広報、防犯防災、
厚生体育、環境、文化の各部によりお互いに連携をとり
つつ活発に行っています。
　また、自治会の法人化とともに自治会館が「身近な地
域の防災拠点」として登録されました。
　これからも皆様のご指導、ご鞭撻を頂きながら、より
よい自治会をめざして努力してまいります。



こんにちは　民生委員 ・児童委員ですこんにちは　民生委員 ・児童委員です一斉改選を終えて　

　大砂土東地区の民生委員・児童委員を紹介します。昨年 12 月に一斉改選がありました。お住まいの地域の
担当者をご確認下さい。今後も地域の福祉向上、住み良い町づくりのお手伝いに努めてまいります。

大砂土東地区民生委員・児童委員　会長　野　﨑　宏　昭

　　　氏　名 　　　　　　　担 当 地 区
　　斉藤　威夫 大和田町1丁目28、314～521、524～549
　　法身　道子 大和田町1丁目122～296、550～556
　　川島　美江 大和田町1丁目522～523、557～789
　　榎本　泰子 大和田町1丁目790～930、1024～1108、1119～1167
◎　野﨑　宏昭 大和田町1丁目1109～1118、1168～1259、1275
　　小網　光子 大和田町1丁目931～1023、1308～1390
　　浅子　英子 大和田町 1丁目 1400 ～ 1469、1482 ～ 1558、1862 ～

1894、1901 ～ 1989
　　塚越　秀子 大和田町1丁目1280～1306、1391～1398、1588～1688

、1703～1799、1825、1844～1861、1998、2012～
2035

　　石田　征子 大和田町1丁目2037、2040～2058、2085、2090～
　　安蒜　春子 大和田町2丁目107～143、825～988
　　金山　武秀 大和田町2丁目147～201、587～823
　　古谷　謙明 大和田町2丁目205～311、452～582
　　山﨑　昭子 大和田町2丁目313～443
　　榎本　照枝 大和田町2丁目991～1008、1041～1071、1072-2、1548

（枝番なし）1548-18～1548-23、1551～1567、1567-2
～1567-3、1567-11～1567-15、1588-3～1588-10、
2187～2197

　　柳沼　君世 大和田町2丁目1009～1040、1072-9～1072-12、1073～
1139

　　横田　洋子 大和田町2丁目1140～1300、1304、1319～1348-2、
1385～1387-2、1648-1～1803

　　宮川　里代 大和田町2丁目1307、1350～1382、1388、1394-2、
1415-2～1497-7、1596～1599-5、1600～1625-9

　　島﨑　靖子 大和田町2丁目1495～1547、1548-1～1548-16、1567-6
～1567-10、1568～1587、1588-11～1588-16、
1589-9、1590～1595

☆　石坂　朋子 堀崎町1～12-0、12-2～194、277-1～365-8、385-15
　　榎本　一男 堀崎町12-1、734～1008
　　菅谷　京子 堀崎町195-1～274-13、366-1～383-13、386-3～469

（464を除く）
　　矢部　　明 堀崎町464、471～733
　　干場五百子 堀崎町1009～1101、1159-2、1628～1755、大和田町2

丁目2194～2197、東大宮7丁目67（67-1パークサイド
を除く）、68、76、77

○　吉田　哲雄 堀崎町1163～1166、1184、1185、1200～1277
☆　勝部　晴夫 堀崎町1102～1142、1347～1625、東大宮7丁目19～

20、22-17、24-14、26-17、26-18
☆　佐藤　裕子 島町1～13、27～32、40～43、47～55、161～225、

241～700、881～906、島町1丁目1～8、13～14
　　枝久保なほみ 島町14～26、33～39、44～46、56～160、226～240、

948～965、1112～1178-1、1181～1217、1219～
1226、1264～1285

　　山田美沙子 島町726～727、735、738～880、907～947、966～
1111、1178-2～1180、1218、1227～1263、島町1丁目
9～12、島町2丁目1～13

☆　渡邊　悦子 島町701～725、728～734、736～737

　　　氏　名 　　　　　　　担 当 地 区
☆　久保田幸宏 東大宮1丁目1～12、18～22、東大宮5丁目5、8～10、

14～15、18、19-2、19-4、19-6～19-14、19-16～
19-17、19-24、20-2、20-9～20-10、22、23、25-3、
28、33

　　笠原　英子 東大宮1丁目13～17、23～34、76～77
　　山田　則子 東大宮1丁目71～99（76～77を除く）
○　鈴木　治美 東大宮2丁目1～32
☆　竹内みよ子 東大宮2丁目33～49
☆　鈴木　八郎 東大宮2丁目50～59
　　徳竹斐作明 東大宮3丁目5～6＜県営砂団地＞5-1RC1・2・8～11・

31号棟、6-4RC14～17号棟、4-1A棟、5-1B棟、6-2＜ブ
ルーハイツ＞東大宮3丁目6＜県営砂団地＞6-4RC19～
21・30号棟

　　石川由美子 東大宮3丁目1～3、7～、大字砂1039-2＜コロネード大宮＞
東大宮3丁目4＜県営砂団地＞4-1RC22～29号棟

　　小泉　俊江 東大宮4丁目1～28（28-7メゾンドルミネを除く）
　　羽島美智子 東大宮4丁目28-7＜メゾンドルミネ＞、29～46
☆　遠藤　和子 東大宮4丁目47～60
☆　更科　幸子 東大宮4丁目61～76
　　京村まき子 東大宮5丁目1～4、6、7、8-3、9、15-8、16、18-3～

18-6、18-9、19-1、19-3、19-5、19-15、19-18、
19-19、20-1、20-3～20-8、20-11、24、25~25-2、
25-4～25-21、26、27、29～32、33-1～33-3、33-22

　　鈴木　晶子 東大宮5丁目34～60
　　佐賀　豊子 東大宮6丁目1～24
　　大熊　常彦 東大宮6丁目25～29、31～41、55
　　小池　圀江 東大宮6丁目42～49、71～77
☆　小澤　　決 東大宮6丁目50～54、56、57-1～57-6、58-3～58-6、59

～70
　　坂井　厚子 東大宮6丁目30、31、57（57-1～57-6を除く）、158～

161、東大宮7丁目1～2、7～10、13-9、13-14、14-8、
21～22-8、22-16、22-27、24-4、24-23～35、24-37、
29-7～29-8、34-22、43-1～5、43-15～49

　　加藤　　寛 東大宮7丁目3-5～5、6-9、11～12、15～18、22-11、
24-3、24-9～12、25-2、25-11、26-7、26-22～29-1、
29-16、29-31～34-12、35-16～41、43-8～9、61-9、
61-15～62-1、62-24～28

　　保栖　千秋 東大宮7丁目50～61-2、61-6、62-13、62-30～67-1
＜パークサイド＞、70～75

　　
　　 (主任児童委員)
　　  榎本奈津枝
　　川島　道代
　　茂木　晴代 ｝大砂土東地区全域

（◎会長　○副会長　☆新任）

※ご自分の地区の担当民生委員・児童委員がわからな
い場合は直接見沼区福祉課（６８１－６０５３）へお問
い合わせ下さい。

平成29年は民生委員制度創設100周年となります。宜しくお願いいたします
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いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに
いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに
いま自治会とサロンが
　　　　　　　ひとつに

　前回 30 号において子どもを事故・事件から守る安心・安全な大砂土東
地区を目指して「子どもの見守り・声かけ運動の推進」事業のモデルケー
スとして大砂土東小学校の登下校時の見守りについて取りあげました。
　今回学校から遠い地区（徒歩 40 分～ 50 分位かかる）大和田町 1 丁目
西地区の保護者の皆様 7名との話し合いを実施しました。

下校時に子どもを一人にしないために
『地域の目ネットワーク』づくり推進
下校時に子どもを一人にしないために
『地域の目ネットワーク』づくり推進

　東大宮 6丁目自治会
会長　齋　藤　輝　夫

　
　武蔵の国足立郡大宮村・一の宮氷川神社が鎮座した
のは 800 年以上の昔といわれています。以来宮町、宿
場町そして中山道の要所として発展してきた大宮村に、
明治政府が高崎線大宮駅の近くに機関車製造及び修理
工場を開設しました。
　大宮村は大宮市となり、さいたま市へと発展しまし
た。東大宮 6 丁目は、旧国鉄の共済組合が永年勤続の
退職者に住宅を供給するため用地買収を行って、国鉄
A 団地、B 団地、C 団地の造成を行い、道路を整備し
公園を作りました。国鉄 C 団地と呼ばれた地区、それ
が今日の東大宮 6丁目で、大字丸ヶ崎の大原、一本松、
三番関の一部、砂町の一部が含まれています。
　この地区には 20 数軒の農家があっただけの寒村で
したが、開発が始まり東北本線の東大宮駅が開業した
昭和 39 年 3 月からは東京のベットタウンとして急激
に人口が増加しました。
　250人程の国鉄退職者と家族達がこの地に家を建て、
転居をはじめたのは昭和 38年頃です。

　まだ駅ができる前で周辺には何もない頃でした。この
C 団地の国鉄退職者が中心となり丸ヶ崎寿会をつくりま
した。以来、丸ヶ崎寿自治会、東大宮 6 丁目自治会と名
称を変更しつつ、会則も 17 条、29 条、43 条と時代の
変遷に適合するべく改正してきました。
　東大宮 6 丁目には旧跡がありません。山林、畑、沼地
の入りくんだ平地を造成して発展したために石碑の一つ
もない町が特徴ですが、素晴らしい文化の町として変貌
しています。
　平成 28 年 7 月に、念願であった自治会が法人格の取
得を達成しました。その時点で6丁目の人口は3,242人、
自治会の構成員数は 1,776 人、自治会の人口に占める構
成員比率は約 55% でした。世帯数も 677 世帯で、近い
将来 700世帯を超えるのは確実です。
　ここ 4、5 年の自治会活動は総務、広報、防犯防災、
厚生体育、環境、文化の各部によりお互いに連携をとり
つつ活発に行っています。
　また、自治会の法人化とともに自治会館が「身近な地
域の防災拠点」として登録されました。
　これからも皆様のご指導、ご鞭撻を頂きながら、より
よい自治会をめざして努力してまいります。
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　新しい年を迎えたと思ったらもう2月です。昨年は、熊本地震、東京の知事が変
ったら豊洲、オリンピックの費用問題など明るみにでる、アメリカ大統領に初めて
女性かと期待されましたが…。
　身近な問題では、高齢者の自動車、自転車事故が多発し、幼い子供を巻き込む悲
惨な事態もありました。その原因として認知症がクローズアップされています。
　さてみなさん2030年（13年後）には65歳以上の高齢者が、人口の3分の1を占め
ると試算されています。まさに介護する側、される側、日本のほぼ全員が介護を暮
らしの一部として受けとめなければならない時代になってきました。

　2017年の干支は酉です。鳥は人に時を報せる動物で、また「とり」は「取り込む」と言われ商売に縁起の良い干支
です。さらに酉の干支の特徴として親切で世話好きとあります。ボランティア精神に富んだ動物のようです。
　昨年の12月、民生委員・児童委員の改選があり、大砂土東地区では退任が8名・新任が10名で総勢53名となりまし
た。全員地区社協のメンバーとして参加頂けることになり、また退任される方も引き続きご協力頂けるとの事で大変
ありがたいことです。
　他の地区社協と比較してサロン活動・世代間交流事業・太極拳講習会・共催事業と多岐に渡って活動してます。
　ボランティアとしてのご協力いただける方のご紹介お願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（威）

編 集 後 記

みなさんお元気ですか？みなさんお元気ですか？
大砂土東地区社会福祉協議会会長　武藤　勇

真心のご協力ありがとうございました

　戦後 70 年を過ぎた今、忘れられた近所付き合いが
希薄になったのは、昭和 40 年代高度経済成長期を迎
えとにかく多忙となり、とくに男性は隣近所と顔を合
わせる機会も減って、マイホーム主義となり、昔の地
域コミュニティであった「向こう 3 軒両隣り」とい
われた近所の付き合いが減少したことによります。
　福祉の国といわれるデンマークでは、今の生活を継
続しながら自分を生かし「自らの暮らし方を決める」
これが高齢者ケアの原則としています。即ち自立して
友人を持ち、お互いを尊重しながら支えあうことだそ
うです。
　当社協では多くのみなさんの努力でその形が出来て
います。

　地域が抱える様々な福祉の問題を、みんなの問題として考
え話し合い計画し解決に当たることを目的にしています。

地区社協事務所

大和田駅

スイミング銀行

マルエツ

至大宮

入口

第 1　見守りネットワークの推進
　　地区内の自治会・新聞・牛乳・配食等の事業者との協力
第 2　高齢者の居場所、生きがい、健康づくりの支援
第 3　お茶のみ、趣味、運動、会食等のサロン
第 4　子どもと地域の人とのふれあい
　　学校を通して世代間交流・声かけ運動等

　今、少子高齢化が進む中でこれらの事業を発展させることにより、少しずつ良い方向
に変化してきている様に思います。
　昨年の 2 月の内閣府「社会意識に関する世論調査」によると「地域での近所付き合い
をしているか」の問に「よく付き合っている」が全体で 16.9%、70 代男性 31%、又、
女性が 20代～ 30代になると、その数が大幅に増えていることです。
　現に地区内の公園では多くの母子が集まり談笑している様子を見てもわかります。

地区社協の事業は広報紙「えがお」で！
　地区社協の活動は「えがお」を通してみな様に適時報告しています。記事は見やすく・
読みやすく・地域の人の参加を目標に 32 回目の発行となります。ご支援宜しくお願い
します。

　福祉活動の資金はみな様の貴重な募金により運営されています。ありがとうござい
ます。今後とも宜しくお願いします。

自治会役員・会員のみな様の協力があって！

健康の源は友達付き合いから！ 地区社協の役割は！

その主な事業は！

地区社協ってなあに？
　地区社協とは、福祉活動を進めるために
誕生した民間団体で地区社会福祉協議会の
略称です。見沼区には4つあります。大砂
土東地区社会福祉協議会は、大和田町・堀
崎町・島町・東大宮1～7丁目を活動範囲と
しています。

今大砂土東地区社協では…
　地域で活動できる方を募集しています。
・一人一人の経験がこれからの地域の生活の知恵になります。皆さん
　のその経験を個性を活かしてみませんか。どんなことでも地域で活
　動できる場所はあります。
・「車椅子」の貸し出しをしています。
・「赤十字健康生活支援講習」テキストの貸し出しをしています。

※問い合せは地区社協までお願いします。

・社会福祉協議会賛助会費 1,004,040円
・赤い羽根街頭募金 40,012円
・赤い羽根共同募金 3,102,211円
・歳末たすけあい募金 1,063,043円

※これらの募金は一人暮らし高齢者、障害者、子どもたちなどを対象とした地域の福祉活動を支援するための募金で
す。また、災害時には、災害ボランティアセンターの設置や運営など、被災地支援にも役立てられます。当地区社協
においては、社協の事業であるふれあい会食・サロン活動・世代間交流事業・見守り活動などに使われています。

太 極 拳 災害時高齢者支援講習会

＜平成28年11月30日　大宮武道館開催＞

・日頃の運動不足解消
・すがすがしい気持
・姿勢がキレイに！！
・自己免疫力アップ
・病気にかかりにくくなる
　などいろいろな効果も
　期待

平成28年10月27日　東大宮コミセン開催
平成28年11月29日　大砂土東公民館開催

もしもの時、自分だけでなく周りの人の支えができるよ
う楽しく学ぼう！！

（平成28年12月8日現在）

毛布でガウン

風呂敷2枚でリュック


