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大砂土東地区 社会福祉協議会

　地域のみなさま
　新年あけましておめでとうございます。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
　
　さて、昨年は定例総会が3年連続での書面表決となるなど、長引くコロナ
の影響を受けた１年となりましたが、各種サロン活動については、想定内の
対応もありましたので、当初計画が大きく後退するようなことはありません
でした。
　今後の展望についても先の見通しが難しい状況下ではありますが、普通の
日常が少しでも早く戻ることを期待しているところです。
　令和5年についても不安定な状態が続くと思われますが、諸事業の取り組
みについてはコロナの感染状況を見ながら、可能な範囲で対応していきたい
と考えておりますのでよろしくお願いします。

　また、令和5年度は「第5次地域福祉行動計画」の初年度に当たりますので、地域福祉の更なる増進に向け、関係団体
をはじめ地域のみなさまのご支援ご協力を心からお願いする次第です。
　新年を迎え新たな気持ちで諸事業の推進に取り組みますので、本年もよろしくお願いいたします。

　明けましておめでとうございます。
　ぷちサロン檸檬は東大宮4丁目自治会館を拠点に活動してお
り、開設以来12年になります。季節の行事に沿って予定を組み、
コロナ前は4月はお花見会食、7月すいか割り、健康講座等、和気
あいあいとおこなっておりました。月１回の開催なので顔を合わ
せるとおしゃべりがはずみ、それは楽しそうです。今はコロナ対
策を守りながら、方言による民話やオカリナ演奏を聴いたり、公
園でモルックというゲームに興じたり、私たちスタッフ一同も知
恵を出し合い楽しみながらおこなっております。
　コロナ禍での人数
制限の関係で、今は
新しいメンバーを迎
えることはできませ
んが、いつか一緒に
集まれる日を楽しみ
にしています。

代表　小泉　俊江

会長　　村田　博

第 44号（令和５年１月）
〔発行〕　会長　村田　博
〔編集〕　広報部
〒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

ぷちさろん檸檬ぷちさろん檸檬ぷちさろん檸檬

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協議会　会長　榎本　一男
（◎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。

氏　　　名
渡邉　悦子

久保田幸宏

笠原　英子
山田　則子
鈴木　治美
金子みゆき
笠井久美子
徳竹斐作明
石川由美子
新沼　郁美

羽田　正代
羽島美智子
遠藤　和子
欠　　　員
京村まき子

比田井文江
荻堂　喜久
髙橋　順子
高島　佐一
大井　利子

坂井　厚子

欠　　　員

保栖　千秋

(主任児童委員)
小林　　綾
西尾　奈巳
茂木　晴代

☆

☆

☆

☆

担　当　地　区
島町1丁目7-1ジェイシティ、島町701～725、728～
734、736～737
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
東大宮1丁目13～17、23～34、76～77
東大宮1丁目71～99（76～77を除く）
東大宮2丁目1～32、砂町2丁目
東大宮2丁目33～49
東大宮2丁目50～59
東大宮3丁目6-2ブルーハイツ
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4～6（県営砂団地）4-1RC22～29号棟、
5-1RC31号棟、6-4RC19～21・30号棟、4-1A棟、5-1B
棟、Ｃ棟
東大宮4丁目1～28（28-7メゾンドルミネを除く）
東大宮4丁目28-7メゾンドルミネ、29～46
東大宮4丁目47～60
(羽島 東大宮4丁目61～67)(遠藤 東大宮4丁目68～76)
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
東大宮5丁目34～60
東大宮6丁目1～24
東大宮6丁目25～29、31～41、55
東大宮6丁目42～49、71～77
東大宮6丁目50～54、56、57-1～57-6、58-3～58-6、
59～70
東大宮6丁目30、57（57-1～57-6を除く）、158～
161、東大宮7丁目1～2、6-4、7～10、13-9、13-14、
14-8、21～22-8、22-16、22-23、22-27、24-4、24-23
～35、24-37、29-7～29-8、34-22、34-27、43-1～5、
43-14～49
（坂井）東大宮7丁目3-5～5、6-9、11～12、15～18、
22-11、24-3、24-9～12、24-19、25-2、25-11、
26-7、26-22～29-1、29-16、29-31～34-12、35-12、
35-16～41、40、43-8～9、43-12、61-9、61-15～
62-1、62-24～28
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

氏　　　名
榎本　恵子
田中　恵子
栁沢ゆう子
東谷　　恵
岩崎　美穂
大瀧　英樹
柳澤　幸一

吉田　　康

新島　次男
関根　正典
白石八重子
古谷　謙明
蓜島　理香
中山　純一

岡本　尋子

原野　晴義

山田　邦昭

山岸　利恵

石坂　朋子
榎本　一男
川島　道代

伊澤　利男
菅原　智子

清水　利明
山本　律子

髙橋三千代

川上志保子

薄井多美江

☆

☆
☆

☆
☆

☆

◯
☆
☆
◯

☆

☆

☆

◎

☆

☆
☆

☆

☆

☆

担　当　地　区
大和田町1丁目28、314～520、524～549
大和田町1丁目122～296、550～556
大和田町1丁目521～523、557～789
大和田町1丁目790～930、1024～1108、1119～1167
大和田町1丁目1109～1118、1168～1259、1275
大和田町1丁目931～1023、1308～1390
大和田町1丁目1400～1469、1482～1558、1862～
1894、1901～1989
大和田町1丁目1280～1306、1391～1398、1588～
1688、1703～1799、1825、1844～1861、1998、
2012～2035
大和田町1丁目2037、2040～2058、2085、2090～
大和田町2丁目107～143、825～988
大和田町2丁目147～201、587～823
大和田町2丁目205～311、452～582
大和田町2丁目313～443
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
大和田町2丁目1009～1040、1072-9～1072-12、1073
～1139
大和田町2丁目1140～1300、1304、1319～1348-2、
1385～1387-2、1648-1～1803
大和田町2丁目1307、1350～1382、1388、1394-2、
1415-2～1494、1596～1599-5、1600～1625-9、1636
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
堀崎町1～12-0、12-2～194、277-1～365-8、385-15
堀崎町12-1、734～1008
堀崎町195-1～274-13、366-1～383-13、386-2～469
（464を除く）
堀崎町464、471～733
堀崎町1009～1101、1159-2、1628～1755、東大宮7
丁目67（67-1パークサイドを除く）、68、76、77
堀崎町1163～1166、1184、1185、1200～1277
東大宮7丁目19～20、22-17、24-14、26-17、26-18、
堀崎町1102～1142、1186、1347～1625
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
（島町１丁目7-1ジェイシティを除く）
島町14～26、33～39、44～46、56～160、226～
240、948～965、1112～1178-1、1181～1217、1219
～1226、1264～1285
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

｝大砂土東地区全域
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◇ふれあい会食「つくしの会」
　調理ボランティア
　会場　大砂土東公民館
　日時　第 1月（練習日）第３月（当日）
◇「おたすけ隊」（有償ボランティア）
　詳しくは地区社協にお問い合わせ下さい

ボランティア募集中ボランティア募集中

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＞
・公民館まつり実行委員会 　　     57,395 円

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

1,121,950 円
3,022,465 円
1,034,710 円
21,456 円

世 代 間 交 流 事 業
～子どもと地域のふれあい～

こうれいしゃ疑似体験ゲームこうれいしゃ疑似体験ゲーム
10月 15日（土）
10月 28日（金）

・大砂土東小学校「松の子まつり」　
・見沼小学校「もっくるフェスティバル」

見沼小学校「もっくるフェスティバル」

見沼小学校「もっくるフェスティバル」

大砂土東小学校「松の子まつり」
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り、開設以来12年になります。季節の行事に沿って予定を組み、
コロナ前は4月はお花見会食、7月すいか割り、健康講座等、和気
あいあいとおこなっておりました。月１回の開催なので顔を合わ
せるとおしゃべりがはずみ、それは楽しそうです。今はコロナ対
策を守りながら、方言による民話やオカリナ演奏を聴いたり、公
園でモルックというゲームに興じたり、私たちスタッフ一同も知
恵を出し合い楽しみながらおこなっております。
　コロナ禍での人数
制限の関係で、今は
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えることはできませ
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にしています。

代表　小泉　俊江

会長　　村田　博

第 44号（令和５年１月）
〔発行〕　会長　村田　博
〔編集〕　広報部
〒337-0053
さいたま市見沼区大和田町１-1387-１
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ぷちさろん檸檬ぷちさろん檸檬ぷちさろん檸檬

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協議会　会長　榎本　一男
（◎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。

氏　　　名
渡邉　悦子

久保田幸宏

笠原　英子
山田　則子
鈴木　治美
金子みゆき
笠井久美子
徳竹斐作明
石川由美子
新沼　郁美

羽田　正代
羽島美智子
遠藤　和子
欠　　　員
京村まき子

比田井文江
荻堂　喜久
髙橋　順子
高島　佐一
大井　利子

坂井　厚子

欠　　　員

保栖　千秋

(主任児童委員)
小林　　綾
西尾　奈巳
茂木　晴代

☆

☆

☆

☆

担　当　地　区
島町1丁目7-1ジェイシティ、島町701～725、728～
734、736～737
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
東大宮1丁目13～17、23～34、76～77
東大宮1丁目71～99（76～77を除く）
東大宮2丁目1～32、砂町2丁目
東大宮2丁目33～49
東大宮2丁目50～59
東大宮3丁目6-2ブルーハイツ
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4～6（県営砂団地）4-1RC22～29号棟、
5-1RC31号棟、6-4RC19～21・30号棟、4-1A棟、5-1B
棟、Ｃ棟
東大宮4丁目1～28（28-7メゾンドルミネを除く）
東大宮4丁目28-7メゾンドルミネ、29～46
東大宮4丁目47～60
(羽島 東大宮4丁目61～67)(遠藤 東大宮4丁目68～76)
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
東大宮5丁目34～60
東大宮6丁目1～24
東大宮6丁目25～29、31～41、55
東大宮6丁目42～49、71～77
東大宮6丁目50～54、56、57-1～57-6、58-3～58-6、
59～70
東大宮6丁目30、57（57-1～57-6を除く）、158～
161、東大宮7丁目1～2、6-4、7～10、13-9、13-14、
14-8、21～22-8、22-16、22-23、22-27、24-4、24-23
～35、24-37、29-7～29-8、34-22、34-27、43-1～5、
43-14～49
（坂井）東大宮7丁目3-5～5、6-9、11～12、15～18、
22-11、24-3、24-9～12、24-19、25-2、25-11、
26-7、26-22～29-1、29-16、29-31～34-12、35-12、
35-16～41、40、43-8～9、43-12、61-9、61-15～
62-1、62-24～28
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

氏　　　名
榎本　恵子
田中　恵子
栁沢ゆう子
東谷　　恵
岩崎　美穂
大瀧　英樹
柳澤　幸一

吉田　　康

新島　次男
関根　正典
白石八重子
古谷　謙明
蓜島　理香
中山　純一

岡本　尋子

原野　晴義

山田　邦昭

山岸　利恵

石坂　朋子
榎本　一男
川島　道代

伊澤　利男
菅原　智子

清水　利明
山本　律子

髙橋三千代

川上志保子

薄井多美江

☆

☆
☆

☆
☆

☆

◯
☆
☆
◯

☆

☆

☆

◎

☆

☆
☆

☆

☆

☆

担　当　地　区
大和田町1丁目28、314～520、524～549
大和田町1丁目122～296、550～556
大和田町1丁目521～523、557～789
大和田町1丁目790～930、1024～1108、1119～1167
大和田町1丁目1109～1118、1168～1259、1275
大和田町1丁目931～1023、1308～1390
大和田町1丁目1400～1469、1482～1558、1862～
1894、1901～1989
大和田町1丁目1280～1306、1391～1398、1588～
1688、1703～1799、1825、1844～1861、1998、
2012～2035
大和田町1丁目2037、2040～2058、2085、2090～
大和田町2丁目107～143、825～988
大和田町2丁目147～201、587～823
大和田町2丁目205～311、452～582
大和田町2丁目313～443
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
大和田町2丁目1009～1040、1072-9～1072-12、1073
～1139
大和田町2丁目1140～1300、1304、1319～1348-2、
1385～1387-2、1648-1～1803
大和田町2丁目1307、1350～1382、1388、1394-2、
1415-2～1494、1596～1599-5、1600～1625-9、1636
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
堀崎町1～12-0、12-2～194、277-1～365-8、385-15
堀崎町12-1、734～1008
堀崎町195-1～274-13、366-1～383-13、386-2～469
（464を除く）
堀崎町464、471～733
堀崎町1009～1101、1159-2、1628～1755、東大宮7
丁目67（67-1パークサイドを除く）、68、76、77
堀崎町1163～1166、1184、1185、1200～1277
東大宮7丁目19～20、22-17、24-14、26-17、26-18、
堀崎町1102～1142、1186、1347～1625
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
（島町１丁目7-1ジェイシティを除く）
島町14～26、33～39、44～46、56～160、226～
240、948～965、1112～1178-1、1181～1217、1219
～1226、1264～1285
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

｝大砂土東地区全域


