
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

去年の１２月に児童発達支援

事業所【なないろ】が開所しました！戸田

蕨地域では、戸田市で学童クラブ【そら】、

蕨市で放課後等デイサービス【ふれんど】

の各事業所が、それぞれ就学児童の預かり

をしてきました。そのなかで未就学児の預

かりや居場所、相談の場所がほしいなどの

地域のニーズ、また、スタッフのなかでも

取り組みをしていきたいという想いもあり

【なないろ】を開所しました。 

なないろは、働きたいのに預かり時間が

短く働けないといった声もあり、９時から

夕方１７時までと他の事業所よりも開所時間を長く設けています。預かり時間

が長いということはそれだけお子様と向き合う時間があるということにもなり

ます。そのため、療育面も工夫が必要です。お買い物体験やおやつ作り、畑仕

事などの体験できる環境を整え、実体験の中で子どもの発達をうながしていけ

るようにしています。昨日できなかったことが「できた！」という時の子ども

たちの顔はキラキラしています。 

 開所にいたるまでは色々と不安もありましたが、周囲の方々の協力もあり無

事に開所することができました。この場を借りて御礼申し上げます。 

 開所当初は利用者も少なかったため、空き時間を利用し相談支援事業所や幼

稚園、保育園、市役所などを訪問し、なないろの良さを知ってもらえるように

動いてきました。今では利用者から利用者へとなないろの存在が広がり毎日の

ように見学者が来てくれるようになりました。 

 なないろが大切にしているのはみんなの笑顔です。利用してくれている子ど

も達、そのご家族、そして地域の方々

がいつでも笑顔でいられる環境を作

ることで私たちなないろのスタッフ

も笑顔でいられるのだと思っていま

す。いつ訪れても笑い声が聞こえるよ

うな事業所、子ども達やその家族がキ

ラキラの笑顔になれる事業所を目指

してスタッフ一同努力していきたい

と思いますので、これからもよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉北部エリアでは、いよいよ 4 月から始まる上柴東・藤沢学童に加え、こ

のたび、深谷市自立支援事業ではあらたに家計相談事業がプラスされました。 

若者サポートステーション事業も無事に継続でき、2017 年度の開始に向け

て着々と準備を進めています。 

深谷とうふ工房の移転についても就労継続支援B型事業を同時に立ち上げる

方向で事業所組合員の決意が固まりつつあり、指定申請に向けて始動しました。 

また、北関東事業本部で地域循環産業推進プロジェクト（前身は菜の花プロ

ジェクト）として 2008 年から埼玉北部で菜の花、ミツバチ、大豆、米などの

農業に取り組んできており、10 年目を迎える今年、日本社会連帯機構北関東地

方委員会の「ふれあい居場所助成金事業」として運営費の助成を受けて、『埼玉

北部ふれあい居場所（仮称）』を開設することになりました。これまでも自宅の

農地を提供してくださっていた中西千恵子さん（深谷とうふ工房所長）のご厚

意で、同じく自宅納屋を改造し、トイレ、水道、電気などのインフラを整備。

すでに始まっている深谷サポートステーションやジョブセンター熊谷からのボ

ランティア体験、4 月から始まる学童クラブの子供たちの受入れももとより、

地域の方々、都市部の方々との交流など、老若男女を問わず気軽に立ち寄るこ

とのできるオープンフリースペースとして機能していく予定です。 

埼玉北部のゆるやかな取り組みとなる『埼玉北部ふれあい居場所（仮称）』へ

ぜひ一度お気軽に足を運んでくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：2017.4.1 発行所：ワーカーズコープ北関東事業本部広報･情報発信プロジェクト 〒336-0018 さいたま市南区南本町 2-5-15M.M ｵﾌｨｽ 201 TEL：048-844-0085 FAX：048-844-0086 E-mail：kitakanto@roukyou.gr.jp 

Tochigi 
Gunma 

Saitama 

KITAKANTO-NEWS 
 

か え っ て き た か ん と う か わ ら ば ん  No.６ 

児童発達支援事業所 

OPEN 

春に向かって！ 

埼玉北部エリア着々と始動中！ 
 

 

連合会 

センター事業団 
北関東事業本部 
埼玉北部エリア 
  

 

センター事業団 30 周年の今年は北関東事業本部の 30 周年でもあり、それは

また埼玉北部の 30 周年記念でもあります。その節目をぜひ組合員や利用者、

地域の方々とお祝いしようと、5 月 20 日（土）埼玉グランドホテル深谷で

記念式典を開催します。当日は深谷市長へ式典に参加していただけるよう依

頼中です。この 30 年で関わった多くの方々への感謝とともに、今こうして

この地域で仕事ができる喜びを分かち合える場面にできるといいですね。 

矢板地域福祉事業所「りんごの

木」は以前より、矢板市内の廃校

(旧長井小学校)を利用し、放課後

等デイサービス事業を行っている

事業所です。その矢板地域福祉事

業所で平成 29 年２月、新たに「相

談支援りんご」を開所しました! 

その中の相談支援専門員は、サ

ービス等利用計画を作成するだけ

でなく、障がいのある方やご家族

と、より良い地域生活を送るため

にはどうしたら良いか一緒に考

え、安心した生活が送れるように

サポートしていきます。 

 それには福祉・保健・教育など

幅広い連携が大切となっていま

す。これから、行政や地域の方と

手を取り、誰もが幸せに生活が送

れるようなまちづくりもしていき

たいと思います。 

 

相談支援事業 スタート 

しました 

Tochigi 

Yaita 

Saitama Toda 

Saitama Hokubu-area 

新規事業が北関東各地で広がっています！ 

新規事業特集！ 

 
 

↑寄贈された針金アート「りんごの木」のシンボル 



  

 

 

 

 

 

 

  

7 月から始まった、たいむ☆こども食堂も、3

月で9回目を迎え、最初の予想をはるかに超え、

多い時は大人と子ども合わせて 100 人ものお客

さんをお迎えしました。お食事のほか、木工作

と遊びのコーナーなどもひらき、専任のボラン

ティアの方々が、次は何をしたら喜ばれるだろ

うかと、知恵と労力を使って準備しています。 

 この食堂は、埼玉協同病院の産婦人科医師・

芳賀厚子さんの、日々産婦人科で出会う母と子

への思いが発端になっています。病院でお声か

けしていることもあって、赤ちゃん連れのお客

様が多いことも嬉しい特徴です。芳賀先生の「人が他者とつながり、大切にさ

れる居場所が必要であり、同じ社会を構成する仲間として受け入れることが、

自分や自分の身近な人たちのためでも

ある」「地域の、善意をもって問題を解

決したいと考えている人たちと手をつ

なぎたい」との思いが、こども食堂の取

り組みになりました。 

 回を重ねるにつれて、「本当に助けを

必要としている人に情報が届いている

のだろうか」「単に安い食堂と思われて

いないか」などの論議も出ました。 

そこで、あらためて利用の方にこども食堂の意義を呼びかけるとともに、実

行委員会では、「仕事に追われるお父さん、お母さんが、この時間に子どもたち

とホッとするひと時を過ごせるだけでも、子どもへの支援になる」と確認し合

いました。 

 また、来店の動機付けになるようにと、「医療費の限度額適用認定証やひとり

親家庭等医療費受給者証など提示の世帯は子ども無料（大人は割引）」のアナウ

ンスをしたところ、ご利用が 2 世帯あり、これからも広がっていくことを願っ

ています。 

たいむ☆こども食堂は、地域のみなさんに見守られて育てていただいている

と、実感しています。  （さいたま南地域福祉事業所 たいむ） 

 

事前に地域にビラを 1000 枚配り、郵便局にも依頼し設置。過去にいろいろ取り組んでも、なか

なか関わりを持たない地域性という悩みは依然変わらず、コミュニティ意識の欠如、都会の過疎化

が進んでいる地域ということを目の当たりにしました。しかし、変えていかなければ変わらないと

いう意識を持って、地域支援に取り組んでいかなければと気持ちを新たにしました。 

それでも一般参加者 5 名、いきいきはうすスタッフ 4 名で講座を開講しました。講師には、い

きいきはうすスタッフ以外に、濱田純一氏（シニアサポー

トセンター春陽苑 生活支援コーディネーター）、志村照

子氏（NPO ほっと・おおみや代表）など連携のある団体

にお願いしました。4 回目のフリーディスカッションの時

間では老人会や町内会の食事会の内容など、話の中から

「社会資源」と思わしき中身が地域の皆さんから発せられ、

地域の現状がよく理解でき、いきいきはうすの今後をどの

ように展開していくかのヒントを得られました。 

 

平成 27年の 123運動で困窮者支援の内容で自

治体活動をした事がきっかけになり、平成 28 年

8 月より那須塩原市内 5公民館の学習支援事業の

委託が始まりました。各公民館に 2 名以上の指導

員がおり対象生徒は中学校1年生から3年生まで。 

各公民館により生徒は毎週 2 日間、夜 7 時から

9 時の 2 時間、自主学習を中心に学習をしています。3 か月に 1 度各公民館の

リーダーの指導員が集まり会議を行い其々の活動や情報交換などの場にしてい

ます。11 月の会議で年末にそれぞれの公民館で生徒と話し合いレクレーション

を行う事に。レクレーションを行った公民館では生徒の夢や希望、考えを聞く

事が出来良かったとの感想がありました。来年度からは 10 公民館の委託が内定

しており、新たな公民館の支援員との協力体制を作り、より学習のしやすい環

境にして行こうと思っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北関東かわら版 新年度号 2017 年 4 月 1 日 No.6 

北関東かわら版も今回で第６号目の発行となりました！ 

２０１５年１０月の創刊号発行から１年半、途中のメンバー交代もあり、喧々諤々の議論を重ね（笑）、締め切り間際の編集・校正におわれ（苦）、試行錯誤し

ながらここまできました（涙）。お忙しい中、記事の依頼を快く引き受けていただきました現場の皆さま、本当にありがとうございます。 

 まだまだ伝えたいこと、伝えきれていないこともたくさんありますが、これからもメンバー一丸となって、各現場の情報や皆さんの想いを伝えていけるよう

頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします(^_^) 

危機管理室だより  
室長 春山幸雄監修 

 

は今年度から 

“無農薬・無化学肥料” 
の野菜を栽培し販売をします！ 

受注生産をいたしますのでご希望の作物を、 

どしどし、お申し出ください。 

少量でも、どんな品種でもチャレンジします！ 

例）カボチャ（ケーキ用）、さつまいも（焼き芋用）等 

※天候、作付状況等の諸事情によりご希望に添えない場合もあります。 

 

就労継続支援 B型事業所「ひよせ」越谷市弥栄町 1 丁目 195-172 

TEL：048-940-1413 FAX：048-940-1414 
E-mail：hiyose@roukyou.gr.jp 

 

編集後記 

こども食堂やってるよ 
全国でも注目の集まり、開催場所が増えている「こども食堂」！

北関東事業本部内の事業所でも、活動が広がっています。 

このコーナーでは、そんな「こども食堂」の一コマを掲載します。 

 

大宮西部地域福祉事業所いきいきはうす 

くらしのサポーター養成講座報告 
 

くらしのサポーターとは、地域の高齢者等の 

生活のちょっとした困りごとを支える担い手 

であり、その地域に住んでいる方が 

「時には支え、時には支えられる」関係を 

築くことを目的としています。 

その養成のための講座を開講しました。 

除菌 消臭 

成分は食品添加物 

だから安心・安全 

手にやさしい弱酸性 

おもちゃなどの除菌に 

調理用具の除菌に 

食中毒の予防に 

ペットの消臭に 

ペット用品の除菌に 

空間の除菌に 

給食の調理に 
介護用品の除菌・消臭に 

トイレの除菌・消臭に 

次亜塩素酸水の力で<暮らしのまるごと>除菌はじめませんか？ 那須塩原市 

学習支援事業 
拡大します！ 

「スクランブル交差点青いっせいに魔法が解けて人歩き出す」 俵万智作品 

3 月～4 月の時期は、なにかと気忙しいく異動や新天地におけるスタート

の時期です。人の別れや新たな出会いの時期となりますが、同時に不安定な

時期でもあるように思います。 

リスクマネジメント的には不安定さの中にリスクが潜んでいる時期かと

思いますし特に留意が必要であると考えています。 

ちなみに交差点の事故が発生していますが、「黄色は止まれ」のサインで

すので十分注意してください！ 

【問合せ先】一般社団法人 さいたまフロンティアネットワーク 

TEL:048-940-6586  FAX:048-940-6587 E-mail:info@saitama-fn.com 
 
 

 


