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〒337-0053
さいたま市見沼区大和田町１-1387-１
電話・FAX　048-687-7935
http://oosatohigashi.sakura.ne.jp
担当地区：大和田・島・堀崎・東大宮

　さいたま市社会福祉協議会の事業の一環としてふれあい会食推進事業があります。７０歳以上のひとり暮らし
高齢者を対象に、地区社会福祉協議会や民生委員・ボランティアの協力を得て、定期的な会食会を実施し、地域
と交流を図ることにより、孤独感の解消や閉じこもりの予防、また安否確認などを兼ねて実施されています。

　令和４年４月より“会食のつどい”「つくしの会」「アップルの会」再活動‼　令和４年４月より“会食のつどい”「つくしの会」「アップルの会」再活動‼

つくしの会

（大砂土東公民館）

アップルの会

（（仮）東大宮自治会館）

おめでとうございます
民生児童委員功労者表彰

令和３年１１月３０日時点において、民生児童委員
の活動が通算１７年以上の方々
・見沼区　７名　・大砂土東地区　３名

新型コロナウイルス感染症の影響により、大会内容・
規模を縮小して代表者による表彰式のみ開催
代表（写真）　斉藤 威夫 様

榎本 奈津枝 様　　斉藤 威夫 様　　宮川 里代 様

◇ 池田 稔 様
◇ 各自治会 様

アップルの会へ 50,000 円寄付金
永年に渡り「自治会紹介」にご協力頂き感謝いたします

お　礼

令和４年８月３０日（火）１４時～１５時

東大宮コミュニティセンター　第１・２会議室

４０名

筆記用具・マスク

令和４年８月３１日（水）１０時～１１時

大砂土東公民館レクリエーションルーム

３０名

筆記用具・マスク・上履き

日　時：

場　所：

定　員：

持ち物：

日　時：

場　所：

定　員：

持ち物：

☎問い合わせ　地区社協　０４８－６８７－７９３５

いざというときのために

知っておきたい介護

令和４年９月２８日（水）

令和４年１０月２６日（水）

令和４年１１月２３日（水）

１０時～

スポーツみらい Lab（大和田町２丁目）

日　時：

場　所：

オレンジカフェ

令和４年９月９日（金）

令和４年９月２４日（土）

１４時～１５時３０分

大砂土東公民館　１階実習研修室

介護をされている方同士でお互いの介護のつらさや情

報交換、介護に関する学習会などを通して介護者同士

が集える場所です。

日　時：

場　所：

☎問い合わせ　シニアサポートセンター大和田
　　　　　　　０４８－６８５－８７９１

介護者の集い

法律に定められた公的な総合相談窓口

「不安」「悩み」「心配」「疑問」
いつでもご相談ください！

☎問い合わせ　シニアサポートセンター大和田
　　　　　　　０４８－６８５－８７９１

シニアサポートセンター大和田
( 地域包括支援センター大和田）

認知症の方やその家族、地域の人、専門職など誰でも気

軽に参加でき、情報交換や交流を目的とした集いの場。

☎問い合わせ　シニアサポートセンター大和田
　　　　　　　０４８－６８５－８７９１

自分のこと
健康・体力・もの忘れ

家族のこと
介護



自治会長、民生児童委員、ボランティア団体等で構成される任意団体で、さいたま市内に５２地区あり、
それぞれ地域の実情に応じた高齢者サロン、子育てサロン、福祉講座、ふれあい会食会を実施しています。
見沼区は、大砂土東、七里、春岡、片柳の４地区社協があります。

住民の誰もが、「声をかけあい安心して暮らすことができる地域」を目指し、地域の自治会、民生児童委員
協議会、老人クラブ、シニアサポートセンター、学校・ＰＴＡなどの各種団体・機関等の協力を得ながら、
地域のニーズに合わせた具体的な活動をしている任意団体です。

高齢者サロン（１５会場）
　◉居場所作りや見守り活動の一環として
ふれあい会食（２会場）
　◉ひとり暮らしの高齢者の孤独感の解消と生きがい作り
うんどうサロン（５会場）
　◉健康づくりの支援
見守り活動
支えあい活動「おたすけ隊」
世代間交流事業・子育て交流会

武藤　　勇
田島　範子
村田　　博
小林　　昇
藤田　昌芳
斉藤　威夫
山田　和幸

岸　　　保
大井　洋文
中浜　邦夫
畑中　俊一
永島　貴史

元地区社協会長　相談役
シニアサポートセンター大和田センター長
地区社協会長
有識者
地区社協副会長・東大宮４丁目自治会長
地区社協副会長・民生児童委員会長
大砂土東地区自治会連合会会長
堀崎町自治会会長
東大宮５丁目自治会会長
東大宮６丁目自治会会長
東大宮自治会会長
大和田自治会会長
島町自治会会長

岡田　克己
澤栗　　稔
鵜沢　　勇
佐野　　大
茂木　晴代
青木　文彦
波田野 直子

榎本　一男
鈴木　治美
荻堂　喜久
椙山　律江

有識者
老人クラブ協議会推薦代表
青少年育成地区会会長
大砂土東小学校ＰＴＡ会長
主任児童委員
大砂土東公民館館長
シニアサポートセンター大和田
（高齢者生活支援コーディネーター）
地区社協総務部部長・民生児童委員
地区社協広報部部長・民生児童委員副会長
地区社協事業部部長・民生児童委員
事務局

地区社会福祉協議会とは地区社会福祉協議会とは地区社会福祉協議会とは

大砂土東地区社会福祉協議会では

「おたすけ隊」ボランティア会議
令和３年７月２１日（水）

地区社協事務所内
※ボランティア募集中です。
※令和４年度開催予定の会議はコロナ禍拡大のため延期と
なりました。

おたすけ隊です

◉つくしの会
　（大砂土東公民館）
　※ボランティア募集中

◉アップルの会
　（仮　東大宮自治会館）

ふれあい会食
◉にこにこひろば
　（ブルーハイツ集会場）子育てサロン

◉ぽっかぽかサロン
　（区役所）

子育て交流会

◉うんどうサロン
　（大砂土東公民館）
◉うんどうサロン
　（東大宮コミュニティーセンター）
　（１０月からは４丁目自治会館）
◉うんどうサロン
　（東大宮自治会館）
◉楽々体操サロン
　（東大宮７丁目自治会館）
◉前原運動サロン（共催）
　（大和田前原自治会館）

◉ブルーハイツワンコインサロン
　（ブルーハイツ集会所）
◉３丁目ふれあいサロン
　（東大宮３丁目自治会館）
◉ぷちサロン檸檬
　（東大宮４丁目自治会館）
◉５丁目生き活きサロン
　（東大宮５丁目自治会館）
◉ワンコインサロン東六
　（東大宮６丁目自治会館）
◉囲碁を楽しむ会
　（東大宮７丁目自治会館）
◉幸齢者サロン堀崎
　（堀崎自治会館）
◉健康ウォーキング同好会

◉大和田和い話いサロン
　（地区社協）
◉みんなのサロン大和田
　（大和田自治会館）
◉ぬくぬくサロン大和田
　（紅葉ヶ丘サロン）
◉堀崎町サロン凡人会
　（武藤前会長敷地内）
◉島町ワンコインサロン
　（島町自治会館）
◉ＬＧひまわりサロン
　（ライオンズガーデンアスレチックルーム）
◉ゆったりサロン
　（東大宮２丁目集会所）

理 事 会 開 催
令和４年５月１１日（水）

地区社協事務所内

うんどうサロン 高齢者サロン

▶

▶大砂土東地区社会福祉協議会の行動計画に基づく事業の進行管理を行なうことを目的と
する地域福祉推進委員会 地域福祉推進委員会は、地区社協事業が計画に基づいた適正な運営が図られる

ように意見具申を行うことを主な任務としています。
◇委員会名簿◇

リーダー　勝部　晴夫

会長　村田　博
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