
こんなコトをしています（主な活動事例）

ソウダ！
図書館ニ行コウ→民生委員・児童委員・主任児童委員のみなさんを紹介します！ 　　　　　　福祉課

社会福祉担当　内線263
問合せ

　民生委員・児童委員・主任児童委員は、厚生労働大臣・埼玉県知事から委嘱された非常勤の地方公務員（無報酬のボランテ
ィア）で、地域でさまざまな福祉活動を行っています。
　地域の身近な相談役として、また福祉需要に応じたサービスが得られるように行政につなぐパイプとして活動しています。

それぞれの担当地域が決められており、任期は3年（再任可）。
今回は平成28年12月1日に全国の民生委員が改選されました。

担当区域を持つ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関することを
専門的に担当しています。主任児童委員は、民生委員・児童委員の中か
ら厚生労働大臣の指名を受けています。

民生委員・児童委員とは？

主任児童委員とは？

■民生委員・児童委員・主任児童委員（敬称略）　任期　平成28年12月1日～平成31年11月30日

■主任児童委員（敬称略）

氏名 担当区域

藤田　康子 大字下野

大久保佐知子 高野台西1､ 2丁目

水野　燒文 高野台西1､ 2丁目

山崎　由美 高野台西3丁目

（調整中） 高野台西4丁目

南雲貴美子 高野台西5丁目

室伏加代子
高野台西6丁目
（ベリアス団地）

（調整中） 高野台西6丁目

山中　節子 高野台東1､ 2丁目

鳥山美登里
高野台南2丁目8～ 13番、
高野台南4丁目、
高野台南5丁目2～ 10番

野口　光司

高野台南1丁目､
高野台南2丁目1～ 7番、
高野台南3丁目
（マンション除く）

（調整中）
高野台南3丁目
（サンライト･
グリーンステージ）

（調整中）
高野台南3丁目
（シーアイマンション・
杉戸住宅）

廣瀬　鉄夫 大字下高野
（宮の下、上株、中志）近藤　信夫

植田眞由美 高野団地

岡田　克己
大字下高野
（下株、佐内新田）

中村　一美 大栄団地

日高　信子 むさし堤団地

大島　得男
大字下高野（小谷堀）、
茨島、大島

小暮　正幸 上杉戸

田中みちゑ 上杉戸（県営とねり団地）

（調整中） 上杉戸（太平ガーデンヒルズ）

高橋　惠子
横町（杉戸1､ 2､ 7丁目、
5丁目1番～ 4番、6丁目5番）

氏名 担当区域
輪島実知子 清地3丁目13 ～ 19番
大里　栄子 大字清地（豊後）
伊勢　和江 倉松2丁目
浅野　初江 倉松3丁目

櫻井　明美
倉松4丁目､
倉松3丁目の一部､
大字倉松の一部

林　かほる 倉松5丁目、大字倉松の一部
柳井　秀明 大字本島
倉持　秋男 大字遠野、大字広戸沼
小島　和夫 大字佐左ヱ門
染谷千鶴子 大字並塚
内田　早苗 大字才羽
濱田三次郎 大字北蓮沼、大字大塚

白石　桂子
大字堤根
（宮内、源内、藤搦、倉持）

山﨑美代子
大字堤根（諏訪､桑崎､三俣）、
本郷（榎戸、隼人）

福田紀代美 大字堤根（上、中、下本村）

川上　政枝
大字堤根
（上新田、上・下蔵久）

折原奈緖美 大字本郷
（榎戸、隼人を除く）髙﨑　勝美

田中　和男 大字目沼、大字木津内
木村　栄司 大字宮前

森田登實子
大字宮前
（緑ケ丘第4､ 5､ 6､ 8､ 9班）

笠松　宗子 大字鷲巣
山田　和征 大字鷲巣（矢畑、堀口）
小島　俊子 大字木野川
佐々木澄子 木野川団地
関口　公子 大字屏風、大字深輪
岩田　保雄 大字椿

（調整中） 杉戸中学校区

濵田　明美 広島中学校区

鈴木　惠子 杉戸東中学校区※調整中の地域については、決定し次第お知らせします。

時間 場所 イベント 実施・出演団体

9時30分～ 10時
オープンギャラリー

オープニングセレモニー
ぬいぐるみのお泊まり会 図書館まつり実行委員会

10時30分～ 15時 図書館クイズ
10時～ 10時30分

おはなしの部屋 おはなし会
①  民話の会　「いろりばた」

14時～ 14時30分 おはなしボランティア
15時～ 16時 スタジオ1 大人におくるおはなし会 おはなしどんぐり

10時～ 10時20分

多目的ホール

ハワイアンバンド サウンド・シェアーズ
10時25分～ 10時45分 トランペット独奏他 鷲宮ウィンドアンサンブル
10時50分～ 11時10分 リコーダーアンサンブル ナチュラルズ
11時15分～ 11時35分 ゴスペル・コーラス グローリー
11時40分～ 12時 ミュージックベルの演奏 ティンカーベル

12時20分～ 12時40分 フラダンス ナー・レイ・オナオナ
12時45分～ 13時5分 フラダンス（キッズ） ココリロクラブ
13時10分～ 13時30分 ヒップホップダンス（キッズ） EDSダンスサークル
13時45分～ 14時35分 映画：銀河鉄道の夜

図書館まつり実行委員会
11時～ 12時 創作室 ②  ビブリオバトル

9時30分～ 16時

集会室1
美術作品の展示 杉戸町美術家協会集会室2

オープンギャラリー 布絵本の展示 杉戸町図書館友の会布　えほんちくちく
パッチワーク展示 キルトフレンズ

14時～ 14時30分 館内 ③  図書館探検 図書館
10時～ 16時

喫茶前コーナー
図書リサイクル 杉戸町図書館友の会

10時～ コーヒー、クッキー販売 茶房「ほほえみ」

新しい読み手に新しいお話
　懐かしいお話や、歌、遊びを
楽しく、ぬくもりとともに届け
てくれる民話の会「いろりばた」
さんが、「おはなしの部屋」にや
ってきます。さて、みんなにど
んなお話をしてくれるかな？

ＣＨＥＣＫ①

愛読書を激烈ＰＲ
　「ビブリオバトル」では、5人
の読書家が集い、お薦めの1冊を
制限時間5分以内に紹介します。
　普段、手にしない「本」だって、
バトラーの熱意で読みたくなる
こと必至です！

ＣＨＥＣＫ②

図書館内部に潜入！？
　ワクワクドキドキの「図書館
探検」では、普段見ることので
きないバックヤードや図書の貸
し出しシステムなどを案内。図
書館施設や業務に興味を持って
いただけること間違いなし！

ＣＨＥＣＫ③

写真は去年の様子です

　　　　　　町立図書館　☎ (33) 4056問合せ

日時　3月5日㈰　9時30分～ 16時　　場所　カルスタすぎと
主催　杉戸町立図書館（主管：図書館まつり実行委員会）
協力　杉戸町図書館友の会、おはなしボランティア、おはなしどんぐり、サークルにじ、茶房ほほえみ　他

図書館まつり
第 1 1 回

L I B R A R Y  F E S T I VA L  

氏名 担当区域

高岡沙智子
横町（杉戸1､ 2､ 7丁目、
5丁目1番～ 4番、6丁目5番）

原　美惠子 杉戸5丁目（1番～4番を除く）
（調整中） 杉戸6丁目（5番を除く）

（調整中）
十八丁、内田4丁目
（4番、5番、6番、12番）

（調整中）
内田4丁目
（4番、5番、6番、12番を除く）

（調整中） 与左ヱ門、内田3丁目
猪狩貴美子 フレッシュタウン（2000番台）
立花　範子 フレッシュタウン（3000番台）
稲垣　良行 河原（杉戸1､ 4丁目）

熊倉　民江
愛宕町
（杉戸1､ 2､ 3､ 4丁目の一部）

（調整中） 愛宕町（内田1､2丁目の一部）
田中美智子 寿町（杉戸3､ 4丁目の一部）
藤田　静枝 本町（杉戸2､ 3丁目）
梨本　和子 本町（内田2､ 3丁目の一部）

矢吹　弥生 内田団地

芹沢　久枝
新町（杉戸2､ 3丁目）、
清地1丁目9番の一部

松村美知子
上・中清地
（清地1丁目9番の一部除く）、
内田2丁目14番～ 15番

（調整中） 倉松1丁目

渡辺　正子 下清地（清地1､2丁目の一部）

染野　良子
清地4丁目、
5丁目1､ 2､ 20 ～ 23番

中村　篤子 清地5丁目3～ 6､ 13 ～ 19番

小川　禎美
清地5丁目7～ 12番、
清地6丁目1～ 4番

川島喜代子
清地2丁目6～ 16番、
清地6丁目13 ～ 16番

髙間木芳雄 清地6丁目5～ 12番

大橋登喜夫
清地3丁目1～ 3､ 7､ 8､
20 ～ 24番

遠山美由紀
清地3丁目4～ 6､ 9 ～ 12番、
清地6丁目17 ～ 27番

高齢者、障がい者世帯等の訪問、見守り
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者世
帯等への定期的訪問や相談対応。また、体調の悪化や
犯罪被害防止等のための見守り役。

子ども達の安全を守るための活動
　子ども達が交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよ
う、登下校時の子ども達の見守りや声かけ、また通学
路周辺のパトロール活動などへの協力。

地域住民からの相談への対応
　高齢者や障がい者、子育て世帯等、地域住民からの
生活上の様々な相談対応。また、それに応じた行政支
援への橋渡しや、適切な福祉サービスの紹介等。

・行政からの要請に基づく調査協力
・学校活動への協力
・災害時要援護者の支援態勢づくり　など

4広報すぎと　平成 29年 2月号5 広報すぎと　平成 29年 2月号


