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　昨年２月頃からの新型コロナウイルスの感染拡大は、疾病に無防備な現代社会のもろさを明らかにしています。
　日本では過去幾度も疾病の流行があったが、過去の歴史を参考にしていないと東大の加藤教授が言っています。
　日本では感染症の流行を多々経験しています。1911 年に「コレラ」が流行し、死者は３７万人。第一次世界大戦時の「ス
ペイン風邪」では４５万人が亡くなっています。
　ここで注目したいのが、明治から大正に変わり東京に電灯がほぼ普及して近代日本国家ができて、産業資本主義を効率よく
させる工場や学校、領土拡大の為に軍隊の動きと「密」に関係します。学校と兵舎、工場はまさに「密」です。「密な環境で
効率よく学び、生産する」という発想では疾病にやられてしまいます。
　今回のコロナウイルスの集団発生源は居酒屋、カラオケ店、老人ホーム、病院、学校の合宿所など規模の大小はあるが「密」
の中で集団感染が発生しており同じ環境です。関係者の皆さんは予防のため一生懸命努力されておりますが「コロナワクチン」
が開発されて世界に出回って騒動が一日も早く終息するのを祈るのみです。　（威）

コ ラ ム

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

＜寄付＞
・福寿幼稚園
　理事長　武藤様　　囲碁盤

・社会福祉協議会賛助会費
・赤い羽根共同募金
・赤い羽根街頭募金
・歳末たすけあい募金　

1,044,980 円
2,815,891 円
13,835 円

1,080,157 円

日時：令和２年10月29日（木）　東大宮自治会館（上）
　　　令和２年10月30日（金）　大砂土東公民館（下）
講師：さいたま市消防局職員
持物：マスク・室内履き・飲み物・長寿応援手帳
内容：① １１９救急ガイドの説明
　　　② 救急車を呼んだ方がよい時の症状説明
　　　③ 救急車を呼ぶべきか迷った時の対応
　　　④ 緊急時安心キットとは

令和２年度　健康福祉講座開催

後半：シニアサポートセンター大和田の
看護師による「脳の活性化と運動
の関係について」のお話と実技

※『緊急時安心キット』とは
「いつも通っている病院」や「緊急連
絡先」などの情報を専用の容器に入
れ、各家庭の冷蔵庫に保管するもので
す。これにより病気やケガなどで救急
隊が駆け付けた時に、容器の中の情報
を確認して、病院への速やかな搬送に
つなげるためのものです。

　緑豊かな中庭に沿って建物が立つ、落ち着いた雰囲気のマンション住民で構成されているのがブルーハイツ大宮自治会です。
　1978 年（昭和 53年）に発足し、現在約 110世帯で活動を行っております。
　単会は小さいですが、東大宮見沼地区自治会連絡協議会の事業として大人数での運動会や敬老式典、グラウンドゴルフ大会、
防災訓練を行っております。コロナ禍であり、会員の高齢化が進む中、今まで行ってきた活動内容の見直しが課題となってお
ります。「防災」「防犯」「健康寿命を伸ばす」の三点に注力し、先人達の築かれた温かい自治会の和を末永く繋げていけるよう、
知恵を集めて新しい取り組みにもチャレンジしていきたいと考えております。

１０月１日から委嘱された
民生委員児童委員の紹介
１０月１日から委嘱された
民生委員児童委員の紹介

高島　佐一 さん
（東大宮６丁目担当）

宜しくお願い致します

ご存知ですか？「あんしんサポートさいたま」ご存知ですか？「あんしんサポートさいたま」

認知症等の高齢者や知的障害・精神障害等のある方が安心して生活が送れるように、生活支援員が定期的に伺い、
お手伝い（援助）します。

相談をしながら援助の
計画、契約を結びます。

まず、さいたま市社会福祉
協議会見沼区事務所に相談。
（℡　048-684-3322)

社会福祉協議会の
「専門員」がお宅に
お伺いします。

お宅に「生活支援員」が定期的に
お伺いし、契約どおり援助します。
ここからは利用料がかかります。

支援計画

作成・契約

支援計画

作成・契約
相　談相　談 訪　問訪　問

援助の
開　始
援助の
開　始

福祉サービスを利用し

たいけど、どうしたら

いいのかなぁ。

公共料金の支払いを

時々忘れてしまうけ

ど、誰か手伝ってくれ

ないかなぁ。

いろんな書類や手紙が

くるけど内容や手続き

の方法がよくわからな

いなぁ。

一人暮らしの生活って

いろいろ不安だ…。

誰か相談にのってくれ

ないかなぁ。

家に大切な通帳や土地

の権利証を保管してお

くのは不安だなぁ。

例えば、こんなことでお困りではありませんか？例えば、こんなことでお困りではありませんか？

自 治 会 紹 介
ブルーハイツ大宮自治会 会長　川名　恵子

大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅠ》大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅠ》



大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅡ》大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅡ》

その他
・押し入れ整理（目の不自由な方）
・ソファーを処分するためごみ集積所まで運ぶ
・防炎カーテンの注文・購入・取り付け
・雨どいに落ちた鳩の死骸の撤去

１．利用者登録数

２．活動件数

３．活動して頂いたボランティア数

　　　大和田町

　　　堀崎町

　　　東大宮

42名

78 件

9名

7名

9名

※問い合せは地区社協にお願いします

32

▲東大宮６丁目自治会▲島町自治会

ブルーハイツワンコインサロン

▲東大宮２丁目自治会 ▲東大宮自治会

街頭募金

市社協からは安心
サポート利用者

『おたすけ隊
　　活動報告』

▲東大宮・大和田町・
堀崎町・島町地域
ごとのメンバーと
の初顔合せ

おたすけ隊ご利用の経緯

内容別件数

年齢別利用者

令和 2年 5月 29 日（緊急事態宣
言解除後）から 11 月 30 日実施分

『各敬老会』

民生委員から
16名 38%

ご本人直接依頼
15名 37%

シニアサポート、
ケアマネから
8名 20%

市社協から
1名 2%

利用者から紹介
1名 2%

ご近所の方から
1名 2%

70 才以下
1名 2%

71 ～ 75 才
9名 22%

76 ～ 80 才
7名 17%

81 ～ 85 才
15 名 36%

86 ～ 90 才
6名 15%

90 才以上
4名 10%
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　昨年２月頃からの新型コロナウイルスの感染拡大は、疾病に無防備な現代社会のもろさを明らかにしています。
　日本では過去幾度も疾病の流行があったが、過去の歴史を参考にしていないと東大の加藤教授が言っています。
　日本では感染症の流行を多々経験しています。1911 年に「コレラ」が流行し、死者は３７万人。第一次世界大戦時の「ス
ペイン風邪」では４５万人が亡くなっています。
　ここで注目したいのが、明治から大正に変わり東京に電灯がほぼ普及して近代日本国家ができて、産業資本主義を効率よく
させる工場や学校、領土拡大の為に軍隊の動きと「密」に関係します。学校と兵舎、工場はまさに「密」です。「密な環境で
効率よく学び、生産する」という発想では疾病にやられてしまいます。
　今回のコロナウイルスの集団発生源は居酒屋、カラオケ店、老人ホーム、病院、学校の合宿所など規模の大小はあるが「密」
の中で集団感染が発生しており同じ環境です。関係者の皆さんは予防のため一生懸命努力されておりますが「コロナワクチン」
が開発されて世界に出回って騒動が一日も早く終息するのを祈るのみです。　（威）

コ ラ ム

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

＜寄付＞
・福寿幼稚園
　理事長　武藤様　　囲碁盤

・社会福祉協議会賛助会費
・赤い羽根共同募金
・赤い羽根街頭募金
・歳末たすけあい募金　

1,044,980 円
2,815,891 円
13,835 円

1,080,157 円

日時：令和２年10月29日（木）　東大宮自治会館（上）
　　　令和２年10月30日（金）　大砂土東公民館（下）
講師：さいたま市消防局職員
持物：マスク・室内履き・飲み物・長寿応援手帳
内容：① １１９救急ガイドの説明
　　　② 救急車を呼んだ方がよい時の症状説明
　　　③ 救急車を呼ぶべきか迷った時の対応
　　　④ 緊急時安心キットとは

令和２年度　健康福祉講座開催

後半：シニアサポートセンター大和田の
看護師による「脳の活性化と運動
の関係について」のお話と実技

※『緊急時安心キット』とは
「いつも通っている病院」や「緊急連
絡先」などの情報を専用の容器に入
れ、各家庭の冷蔵庫に保管するもので
す。これにより病気やケガなどで救急
隊が駆け付けた時に、容器の中の情報
を確認して、病院への速やかな搬送に
つなげるためのものです。

　緑豊かな中庭に沿って建物が立つ、落ち着いた雰囲気のマンション住民で構成されているのがブルーハイツ大宮自治会です。
　1978 年（昭和 53年）に発足し、現在約 110世帯で活動を行っております。
　単会は小さいですが、東大宮見沼地区自治会連絡協議会の事業として大人数での運動会や敬老式典、グラウンドゴルフ大会、
防災訓練を行っております。コロナ禍であり、会員の高齢化が進む中、今まで行ってきた活動内容の見直しが課題となってお
ります。「防災」「防犯」「健康寿命を伸ばす」の三点に注力し、先人達の築かれた温かい自治会の和を末永く繋げていけるよう、
知恵を集めて新しい取り組みにもチャレンジしていきたいと考えております。

１０月１日から委嘱された
民生委員児童委員の紹介
１０月１日から委嘱された
民生委員児童委員の紹介

高島　佐一 さん
（東大宮６丁目担当）

宜しくお願い致します

ご存知ですか？「あんしんサポートさいたま」ご存知ですか？「あんしんサポートさいたま」

認知症等の高齢者や知的障害・精神障害等のある方が安心して生活が送れるように、生活支援員が定期的に伺い、
お手伝い（援助）します。

相談をしながら援助の
計画、契約を結びます。

まず、さいたま市社会福祉
協議会見沼区事務所に相談。
（℡　048-684-3322)

社会福祉協議会の
「専門員」がお宅に
お伺いします。

お宅に「生活支援員」が定期的に
お伺いし、契約どおり援助します。
ここからは利用料がかかります。

支援計画

作成・契約

支援計画

作成・契約
相　談相　談 訪　問訪　問

援助の
開　始
援助の
開　始

福祉サービスを利用し

たいけど、どうしたら

いいのかなぁ。

公共料金の支払いを

時々忘れてしまうけ

ど、誰か手伝ってくれ

ないかなぁ。

いろんな書類や手紙が

くるけど内容や手続き

の方法がよくわからな

いなぁ。

一人暮らしの生活って

いろいろ不安だ…。

誰か相談にのってくれ

ないかなぁ。

家に大切な通帳や土地

の権利証を保管してお

くのは不安だなぁ。

例えば、こんなことでお困りではありませんか？例えば、こんなことでお困りではありませんか？

自 治 会 紹 介
ブルーハイツ大宮自治会 会長　川名　恵子

大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅠ》大砂土東地区社協はコロナ禍の中、３密を避け活動再開《パートⅠ》
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