
 

 

障がい者団体の紹介（その１） 

団  体  名 目   的 活 動 内 容 そ  の  他 

杉戸町障がい者協

議会 

 

 

杉戸町在住の身体・精神・知的障

がい者とその家族、関係施設１２

団体が所属し、社会への「完全参

加と平等」の実現を目指した活動

の展開 

・ 理事会（毎月第３木曜日） 

・ 障がい者のためのパソコン教

室（毎月最終木曜日、午後１：

３０～午後４：００） 

・ 杉戸町町民体育祭参加 

・ 杉戸町福祉ボランティアまつ

り協力 

・ 障がい者週間記念事業の実施   

など 

杉戸町障がい者協議会

への問い合わせ先 

杉戸町福祉課又は 

杉戸町社会福祉協議会 

 

杉戸町手をつなぐ

育成会 

 

 

・ 会員相互の親睦、相談 

・ 親なき後の問題 

・ 成年後見等の勉強 

・ 関係機関への連絡 

・ 定例会（月１回） 

・ 社協行事、町行事への参加 

・ 障がい者協議会への参加 

・ 県育成会の会議行事等への参

加 

・ 日帰り旅行、親睦会、青空市   

など 

 

親和会 

精神障がい者の家族が地域に理解

を得るための活動（障がい者及び

家族が偏見をなくすこと） 

 精神障がいについて、まだ知ら

ないことによる誤解があります。 

 私達は精神障がい者の社会参

加や自立につながる活動をして

います。 

 杉戸町立西公民館にて毎月１

回第２土曜日午後１：３０から午

後４：３０分まで活動していま

す。当事者の事や親・兄弟の悩み

を話し合い、解決するように努め

ております。 

 

あおいトマトの会 

 

 

(1) 子どもたちが、地域の中で一

人の社会人として有意義な人生

を送ることができるよう努力す

る。 

(2) ハンディキャップのある子

もそうでない子も共に生きるこ

とのできる地域社会の実現を目

指す。 

・ 「心配な子の子育て相談会」

（年２回） 

作業療法士 木村順先生に講

師をお願いしています。 

・ 子どもたちの余暇活動として 

「もっと元気体操」（月１回

日曜日） 

平井理恵先生と一緒に簡単

な体操です。 

クリスマス会 等 

・ 定例会 隔月第３金曜日 す

ぎとピア・泉公民館 

情報交換、学習会、子育ての

悩み相談も受けています。 

・ その他 

・ 「心配な子の子育て相

談会」は、町の広報誌

にてお知らせしていま

す。どなたの参加も歓

迎です。木村先生は心

配ごと（子育て）に的

確に答えてくれます。 

・ 「もっと元気（ＭＧ）

体操」は、大人も子供

も楽しく体を動かして

リフレッシュできま

す。マッサージが気持

ち良い！！ 



 

 

障がい者団体の紹介（その２） 

団  体  名 目   的 活 動 内 容 そ  の  他 

アイこばと 

（視覚障がい者と家

族の会） 

 

 

視覚障がい者は一人での外出が困

難となり、家に閉じこもりがちにな

るので「外に出ましょう」の目的で

０４年に発足した当事者と家族の

会です。 

ガイドヘルプのボランティアさ

ん、朗読ボランティアさんに支

えられ、和気あいあい楽しんで

います。「外に出たい」との目標

で集まった会ですので女性が多

いせいか、笑いが絶えません。 

皆、高齢となって体調を崩す人

も出て少人数で活動しているの

で、仲間が増えると有難いです。 

・年に一度一泊親睦旅行 

・ＳＴＴ卓球（サウンドテーブ

ルテニス） 

 第１金曜日 午後１：３０～

午後４：３０ 

 杉戸町立東公民館 

・音声ソフトパソコン 

 カルスタ杉戸ＰＣ室 

中途障がい者は点字を覚

えるのも大変で、耳から

の情報が頼りです。図書

館で本の読み聞かせの朗

読講習をやってもらい大

変ありがたいのですが、

やはり一人での活動が無

理なので当事者だけで来

たら、三人一組で朗読者

一人にすると継続できる

かなとの声です。 

杉戸町聴覚障害者協

会 

聞こえない“障がい”を持っている

人々が聞こえない人どうしや聞こ

える人々とわだかまり無く生き生

きと交流したい、地域社会へ積極的

に参加したい、『そんな聞こえない

人の気持ちを大切に』を目指して活

動しています。 

 杉戸町聴覚障害者協会の活動は

６つの方針に基づいています。 

１．地域の聞こえない人々に呼び

かけ、仲間づくりと人材育成 

２．手話通訳設置・派遣、要約筆記

派遣制度の実現 

３．社団法人埼玉県聴覚障害者協

会の方針に沿った聴覚障がい

者の福祉向上 

４．埼玉聴覚障害者関連施設の運

営のための社会福祉法人埼玉

聴覚障害者福祉会後援会の事

業に協力 

５．杉戸手話サークル、杉戸要約筆

記サークル「つくし」との連携 

６．地域に聴覚障がい者への理解

と手話、要約筆記を広げる。 

参加している定例的な会議等 

（県東地区聴覚障害者連絡会、

どんぐり連絡会、杉戸町障がい

者協議会理事会等、三団体合同

会議、パソコン学習会、杉戸手

話サークル定例会等、杉戸要約

筆記サークル定例会等、小中学

校への手話指導、リサイクル活

動） 

 

 

杉戸手話サークル、杉戸

要約筆記サークル「つく

し」のご支援とご協力の

もとで活動しています。 

杉戸町聴覚障害者協会は

埼玉県聴覚障害者協会の

支会です。 

杉戸町障がい者協議会に

加入しています。 

 



 

 

障がい者団体の紹介（その３） 

団  体  名 目   的 活 動 内 容 そ  の  他 

みみの会 

聞こえない“障がい”を持ってい

る人々が聞こえない人どうしや聞

こえる人々とわだかまり無く生き

生きと交流したい、地域社会へ積

極的に参加したい、との気持ちか

ら「みみの会」が生まれました。 

みみの会のフレーズは 

『地域の聞こえない人々や聞こえ

る人々に呼びかけ仲間づくりを』 

・ 社会福祉法人杉戸町社会福祉

協議会の行う事業に協力 

・ 「みみだより」の発行（年４

回） 

・ 聴覚障がい者向けパソコン学

習会 

・ ボランティア連絡会 

・ ボランティア連絡会研修 

・ 杉戸町福祉ボランティアまつ

り 

・ ボランティア交流会 

「みみの会」は聞こえな

い人と聞こえる人が会員

の【社会福祉法人杉戸町

社会福祉協議会】のボラ

ンティア登録団体です。 

幸手地区視力障害

者協会 

昭和５６年４月に県組織の下部組

織として地区の視力障がい者で相

互扶助の団体として設立しまし

た。 

県本部の事業に参加し、総会、各

種講演会や研修旅行、全国大会や

関東ブロックの集会等に参加 

支部ではあん摩・マッサージの奉

仕活動を３０年以上続け、点字の

勉強会を行っております。 

 

 

 



 

 

障がいに関連するボランティア登録団体 

 

番号 グループ名 活動日時・場所 活動内容 

１ 
介助ボランティア 

あじさいの会 

定例会）毎月第１金 13：30～16：00 すぎとピ

ア 

サロン）毎月第３月 13：30～15：30 倉松集会

所 

障がい者との交流、サロン活動、車いす指導、サロン活

動 

２ 点字サークル 「杉」 毎週火 10：00～12：00 中央公民館 視覚障がい者のための文字情報の援助 

３ 
音訳ボランティア 

「あいうえお」 

勉強会）第２木 10：00～12：00 カルスタすぎ

と 

定例会）第２木 12：00～13：00 カルスタすぎ

と 

録音活動）毎月末 他随時 カルスタすぎと 

音訳の学習会 

「広報すぎと」「議会だより」「社協だより」等音訳テー

プ作成・配布 

「虹」のＣＤ作成・配布、利用者との交流会 

４ 
杉戸要約筆記サークル 

「つくし」 

第１・３水 13：30～15：30 中央公民館または

すぎとピア 

要約筆記の技術を学び、難聴者の社会参加と福祉の向上

を図る 

５ 杉戸手話サークル 

昼の部）毎週月 10：00～12：00 高野農村セン

ター 

夜の部）毎週木 19：00～21：00 すぎとピア 

手話を学び、聴覚障がい者と共にその福祉の向上、社会

参加推進に貢献 

６ 杉戸すまいる 

イブニングクラブ）第２水 17：30～21：00 中

央公民館 

ごごティークラブ）第３火 13：30～15：30 中

央公民館 

精神障がい者との交流 

７ みみの会 

第１・３水 13：30～15：30 中央公民館または

すぎとピア 

毎週月 10：00～12：00 高野農村センター 

毎週木 19：00～21：00 すぎとピア 

聴覚障がい者の社会参加推進、福祉教育協力 

 ８ アイこばと 
SST（サウンドテーブルテニス） 

毎月 第１金 13：30～ 東公民館 
視覚障がい者と家族とのボランティアの会 

 ９ すぎとクイール 

定例会）偶数月第２水 10：00～ すぎとピア 

SST手伝い）第１・２・３金 13：30～ 東公民

館 

視覚障がい者の外出サポート・交流等 アイガイド指導 

１０ あおいトマトの会 
定例会）隔月第３水 10：00～ すぎとピアもし

くは泉公民館 

学習会、施設見学、情報交換、療育相談会、MG体操（余

暇活動） 

１１ がん患者会シャローム 

奇数月 第４金 がん患者の集い（定例・生涯学

習センター） 

偶数月 再発・転移者の集い（さくらんぼの会）

（定例） 

不定期 遺族の集い（真珠の会） 

医師を囲んだオフ会、カラオケ、ランチオフ会 

がん患者仲間によるピアサポート、がん関連の有用情報

交換 

会員相互の親睦、がん関連の学習会、専門医（がん）を

招いた講演会、 

無料電話相談、手作りがん患者用帽子販売 

１２ 
杉戸町福祉ボランティア

連絡会 

奇数月 第１月 13：30～  

随時実行委員会あり 

いきいきふれあいまつり実行委員 

ボランティア交流会主催 

ボランティア活動の啓発と会員間の情報交換・研修機会

の提供 

 

杉戸町社会福祉協議会では、ボランティア活動の推進のためにボランティアを必要としている人・ボランティア

をしたい人の相談や各種ボランティア講習会など 

さまざまなボランティアに関する支援を行っています。各ボランティア登録団体の連絡先については、杉戸町社

会福祉協議会に確認してください。 

 

杉戸町社会福祉協議会 杉戸町堤根 4742-1 TEL 0480-32-7402 FAX 0480-36-1687 



 

 

 


