
 

連絡先 〒352-0006 新座市新座 2-9-23(中森方) 

TEL・FAX  070-6527-1840 
     メール kitanifukushinkyo@gmail.com  

新座市北部第二地区とは、中野・大和田・新座・北野の１１町内会・自治会のエリアです 

 
  

 
   
9月 

  
1 日(木) 臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 
5 日(月) ラジオ体操(10-11) 
6 日(火) 地域ささえあいセンター（10-12） 

地域ささえあいネット(19-20:30/オンライン) 
 7 日(水) 防災講座①(19-21/新座ふれあいの家) 
8 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 

10 日(土)遊び場プロジェクト(10-12/大和田公民館児童室) 
12 日(月) ラジオ体操(10-11) 
13 日(火) 地域ささえあいセンター(10-12) 
 14 日(水) 宝さがしプロジェクト講座(10-12/新座ふれあいの家) 
15 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 

19 日(月) ラジオ体操(10-11) 
20 日(火) 地域ささえあいセンター(10-12) 
22 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 

24 日(土) 運営委員会(19-21/新座ふれあいの家) 
25 日(日) 遊びの広場(14-16:30/東裏公園) 
26 日(月) ラジオ体操(10-11) 
27 日(火) 地域ささえあいセンター（10-12） 
29 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15） 

みんなでピンポン(13-17:30) 

10月   

2 日(日)中間報告会 
3 日(月) ラジオ体操(10-11) 
4 日(火)地域ささえあいセンター（10-12） 

地域ささえあいネット(19-20:30/オンライン) 

5 日(水)防災講座②(19-21/新座ふれあいの家) 
6 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 

10 日(月) ラジオ体操(10-11)        
12 日(水) 道草くぉーたー(9:30 スペースともに集合) 

13 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 
臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 

17 日(月) ラジオ体操(10-11) 
18 日(火) 地域ささえあいセンター（10-12） 
20 日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30)  
22 日(土) 運営委員会(19-21 /新座ふれあいの家) 
23 日(日) 遊びの広場(14-16:30/東裏公園) 
24 日(月) ラジオ体操(10-11) 
25 日(火) 地域ささえあいセンター（10-12） 
       道草くぉーたー(9:30 スペースともに集合) 
27日(木) まったり木曜お茶会(9-12) 体操(9-10:30) 

臨時立ち寄り所(9:30-15）みんなでピンポン(13-17:30) 
31日(月)ラジオ体操(10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 87 号 

新座市北部第二地区地域福祉推進協議会 
（北二福進協）  会長 中森多恵子 

 

2022 年 9 月

月 
※かわらばんのバックナンバーは、「きたにかわらばん」で検索 

 
◆～ご近所の相談窓口～ 
地域ささえあいセンター「きたに」 

 毎週火曜日 10-12／新座一丁目集会所 
※北二地区の民生委員、主任児童委員等が困り
ごと相談にのります。お気軽にどうぞ! 

 
◆まったり木曜 毎週木曜日  
 体操 9:30-11とお茶会 9-12新座ふれあいの家
★ラジオ体操は毎週月曜日 10-11に新座ふれあい
の家横公園にて★「スペースともに」(新座団地前商店
会)にて、「まったり木曜臨時立ち寄り所」も開催して
います。(9:30-15) 

 
◆みんなでピンポン 毎週木曜日 13～17:30   
「新座ふれあいの家・軽体育室」 

 ※上手、下手は気にしないで、誰でも楽しめる
ピンポンで交流しませんか。 

 
◆地域ささえあいネット 
 毎月第 1火曜日 19～20:30／原則オンラインにて 
  希望者は上記メールアドレスへお申し込みください 
※地域で活動している様々な機関、団体が職種を超

えて情報交換。 
 
◆遊びの広場(東裏公園) 雨天中止 

毎月第 4日曜日・14-16:30 
 ※危ないからと子どもの行動を制限せずに、 

子ども達に自由な遊びの場を!!   
 
◆道草くぉーたー 随時 雨天中止 
 ※地域のお散歩マップ作成のために、実際に歩
きながら(道草くぉーたー)情報収集していま
す。毎週木曜日、「スペースともに」にてお散
歩の相談承ります。7～9 月は休止し、講座を
行います。 

新型コロナウィルスの感染状況によ

り日程変更もあります。 

 
地域ささえあいネットのご案内(オンライン) 

地域で活動している様々な職種の専門職を含めた勉強会です 
 
・9/6 (火)19-20:30 木村俊彦(北二福進協副会長)他 

「誰も排除しない“ふれあい防災キャンプ”をめざして」 

★9 月は北野ふれあいの家にて対面での参加もできます 
 
・10/4（火）19-20:30  未定 
 

 

 

防災講座のご案内 19-21/新座ふれあいの

家 
 
① 避難所情報センターの役割を考える。要支援者の

安否確認(9/7 水) 
② 避難所での困りごと、みんなで知恵を出し合うワ

ークショップ(10/5 水) 
③ 地域が若い世代と協働するために(11/2 水) 
 
★今回の講座は北二圏域協議体と連携して行います。 



●オンラインの地域ささえあいネットに参
加して（毎月第一火曜日 19～20：30） 

 

コロナ禍で集まりができない中、2020 年 7 月からオン

ラインで開催の「ささえあいネット」に自宅で参加してい

ます。もともとは福祉関係多業種交流の意義が大きかった

のですが、今はオンラインの特性を活かし、市内だけでな

く関東各地、東北、韓国からも参加があり、専門性のある

話題が丁寧な資料とともに提供された後、参加者の意見交

換が行われます。身近な活動、世代を超えた飾らない生活

者の意見交換もできる場として、楽しみにしています。

(新座二丁目 市川) 
 

●二通りの「ご近所の相談窓口」開設してます 
 
開設当初は、相談窓口は旧新座小学校内の地域福祉推進

連絡室にて、当時は配置されていたコミュニティワーカー

と民生・児童委員が中心となって運営していました。  

現在は、新座一丁目集会所で毎週火曜日 10～12 時、民

生・児童委員と高齢者相談センター職員など福祉専門職が

参加して、個人情報に配慮して開いています。地域のみな

さんからの相談がない時には、参加した民生委員が受け止

めている課題を相談し合うなど、研鑽の場ともなっていま

す。 

 コロナ禍でご近所のつながりが疎遠になった 2021 年度

からは、「スペースともに」と連携した「まったり木曜臨

時立ち寄り所」にて、《気軽な相談活動》も始めています。  

困りごとは一人で抱え込まない、ベンチに座りながら、

オープンな形でのご近所の相談窓口を試行しています。 

 
 
●地域を理解するための宝さがし講座 

地域の宝さがしプロジェクトでは、月 2 回のペースで

「道草くぉーたー」(まち歩き)を続けてきましたが、猛暑

を避けて、7～9 月は新座ふれあいの家にて、地域を理解

するための「宝さがし講座」を開催しています。 

第 1 回は、これまでの「道草くぉーたー」をスライドで

振り返り、皆さんに活用してもらえるようにお散歩マップ

と記録をまとめました。 

第 2 回は、大和田 5 丁目町会長の加藤文保さんに、生ま

れ育った大和田について語っていただきました。「我が町

の昔の姿、昔の子どもたち、“川がき”たちの柳瀬川の光

景が浮かびます。」との感想が寄せられました。 

第 3 回は NPO 法人エコシティ志木の天田眞さんをお招

きし、「水とかかわる自然と文化」をテーマにお話しいた

だきます。(9/14 水 10:00～12:00・新座ふれあいの家) 

 
 
●出張遊びの広場の試み(8/17) 
 長い夏休みに入り、子どもたちが近所で遊べる場所が

少ないという声に押され、月に一度東裏公園で開催してい

る「遊びの広場」を「出張遊びの広場」として新座小学校

で開催しました。 

 熱中症を心配していましたが、小雨ぱらつく中での開催

となりました。砂場にブルーシートを張り、手作りのじゃ

ぶじゃぶ池をつくりました。十文字学園女子大学と跡見学

園女子大学から、学生や先生がボランティアで参加してく

れました。途中から放課後児童保育室の子どもたちも水鉄

砲持参で合流して、大水遊び大会となりました。校長先生

も顔を出していただき、地域コミュニティの核としての学

校の大切さを改めて考えました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
北二福進協 中間報告会のご案内 
 
コロナ禍での地域福祉の取り組みを、スライ

ド等で報告させていただきます。午前、午後、
どちらか都合の良い時間帯にご参加ください。 
 

10 月 2 日(日) 
 午前 10:00-12:00 新座ふれあいの家 
 午後 13:30-15:30 北野ふれあいの家 

(まったり木曜臨時立ち寄り所) 

(講師の加藤文保さん) 

(新座小学校にて) 


