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          特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 
          鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 
                   設立趣旨書 
                    

   私たちの地域（鶴ヶ島第二小学校区）は、約３２２０世帯７１７０人が生活しています。年々高齢化が進

み、高齢者の比率は２５％を超えています。縁あってこの地域で生活をする私たちには、この地域がこれ

からも人に優しく安全で安心して暮らせる地域であってほしいと願っています。鶴ヶ島第二小学校区の１

０自治会は、従来から鶴二小を中心に、納涼大会や運動会、お祭りなどの諸行事を共に行い、平成２０

年には「鶴ヶ島第二小避難所運営委員会」を設立し、住民自身で主体的な地域防災に取り組んできまし

た。 

 また、アンケート調査で、多くの方から、「地域のために協力できる」と回答をいただきました。こうした

実績をふまえて、この地域全体で助け合い、支え合う新たな地域づくりを目ざして、平成２３年７月に

「鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会」を発足させました。発足以来、「鶴ヶ島第二小学校区地域

支え合い協議会」は、地域防災、福祉支え合い、子育て、助け合い隊などの多様な事業を、行政や、社

会福祉協議会、自治会、各団体との連携で展開してきました。私たちは、これらの事業が地域の諸課題

を行政にすべて頼るのではなく、地域住民自らが主体的に取り組む、共助の新たな仕組みづくりである

と考えています。 

 これから先、地域の高齢化はさらに進むことが見込まれ、地域の抱える課題が増えていくと思われま

す。私たちは、地域課題に向き合って地域の力を結集し、責任ある活動を継続して行うために、「現鶴ヶ

島第二小学校区地域支え合い協議会」をＮＰＯ法人にすることとしました。 

 私たちは、住民１人ひとりが自立自助の志を強め、知恵と力を出し合い、お互いに助け合う地域共助

のカタチをつくりだし、新たな地域コミュニテイーを創造していきたいと考えます。この新しい取り組みに

一層のご理解とご協力をいただきますよう心からお願い申し上げます。 

 

                                                    平成２５年８月２５日 

            「鶴二あんしんあったか地域ネット」発足 

 高齢化の進む私たちの地域では、住まいや医療、介護予防、生活支援など様々な分野で、生活に

不安を持つ住民は少なくありません。行政や関係機関と連携して縦割りでない地域包括ケアーシス

テムの新しい地域のカタチを、具体的につくり、実践して行こうと、地域関係機関、団体が集まり、準

備会の検討を経て平成２８年４月に発足しました。 

  ✦  組織は、当面、社会福祉協議会、南市民センター、鶴ヶ島市地域包括支援センター、介護関係      

     施設（訪問、在宅、介護サービス）、民生委員、自治会、鶴二地域支え合い協議会等で構成し、     

     今後順次幅広い関係機関、団体に協力を呼び掛けていきます。 

  ✦  活動内容は、・地域実態の把握・地域課題、資源の確認、開発・地域ネットワークづくり等で、    

        定例の連絡会議で具体的な事例を検討しながら活動実践を積み上げていきます。 

  

             



あゆみ  
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鶴二支え合い 
      ０３ 

２００７年度（平成１９年度） 
平成２０年３月２０日、鶴二小通学区１０自治会、学校長、公民館館長、市防災 

担当部所と協議し、鶴ヶ島第二小学校避難所運営委員会に関する申し合わせ 

事項を確認。 

 
２００８年度（平成２０年度） 
平成２０年７月３１日、新旧の１０自治会長を含め、設立会議を開催し、鶴ヶ島 

第二小学校避難所運営委員会の活動をスタートし、地域住民が主体となって 

地域合同防災訓練など継続して実施。 

 
２０１１年度（平成２３年度） 
地域の多様なニーズに応えるため、「平成２３年度埼玉県市町村・ＮＰＯ等協 

働モデル推進事業」の助成金を受け、通学区１０自治会、民生児童委員、ＮＰ 

Ｏ法人、企業、地域包括支援センター、社会福祉協議会、行政などの連携協 

力により、平成２３年７月６日鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会を設 

立し、防災に加え高齢者福祉、子ども育成などの活動を拡大。 

 
２０１２年度（平成２４年度） 
平成２４年１０月１日、高齢者などの困りごとを有償でお手伝いするボランテ 

ィア活動「鶴二助け合い隊」を開始。 

 
２０１３年度（平成２５年度） 
平成２５年８月２５日、活動の広がりに応え任意団体から特定非営利活動法 

人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会の設立に向け総会を開催し、そ 

の後埼玉県への認証申請を経て、同年１２月２日法人となる。 

 

２０１４年度（平成２６年度） 

平成２６年4月27日第１回通常総会を開催。法人化の後、環境教育施設「ｅコ 

ラボつるがしま」の受付、案内業務や養命酒製造（株）の工場跡地の草刈り等 

の業務を受託。 

 

２０１５年度（平成２７年度） 
平成２７年５月10日、第２回通常総会を開催。平成２７年７月２２日総務省地 

域力創造グループの「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業に 

関する研究会」の第１回研究会において協議会の活動を発表。 

 

２０１６年度（平成２８年度） 
平成２８年４月、地域で安心安全に暮らせしていけるネットワークを構築すべく、鶴二支え合い協議会が中心

となり社会福祉協議会・地域包括支援センター・近隣福祉事業者・南市民センタ－を中心に世話人会議を重

ね、「鶴二あんしんあったか地域ネット」が発足。 

 

２０１７年度（平成２９年度） 

平成２９年８月２６日～２７日、九都県市合同防災訓練（夜間宿泊訓練）を実施。１１月１８日、坂戸鶴ヶ島医

師会より地域医療貢献者表彰と鶴ヶ島市長感謝状の贈呈を受けた。 

 

関係機関・団体の出席のもと通常 

総会を開催してます。 

先進的活動として多くの視察研

修・講演を受け入れています。 

地域合同防災訓練を毎年継続 
して実施してます。 

https://tsuru2sasaeai.files.wordpress.com/2015/05/dscf4428-1024x768.jpg
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鶴二支え合い 
０４ 

防災委員会 

防災委員会は平成２０年「鶴ヶ島第二小

学校避難所運営委員会」の設立以来、地

域自治会、小学校、福祉施設、近隣の大

学、医師会、消防組合、行政等と連携を

持って地域の住民が主体となって継続し

て地域合同防災訓練を行っています。九

都県市合同防災訓練では、夜間宿泊・宿

泊施設運営・救援物受援訓練を実施した。 

その他、自治会の防災担当者や協議会

会員の防災のスキルアップを目ざし救急

医療講習会、防災講演会を行いました。 

  九都県市合同防災訓練（夜間宿泊訓練） 
  8月26日（土）午後6時～２７日（日）午前8時３０分 
       夜間宿泊訓練参加者：102名 

              （九都県市） 
  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、 さいたま市、横浜市、   
  千葉市、川崎市、相模原市 

 10自治会合同防災訓練 8月26日（土）    
   午後４時３０分～午後６時３０分 
     10自治会参加者：414名 

  救急医療講習会 
 12月10日 参加者23名 

    10自治会合同会議 
   8月 6日：59名 9月24日：36名 

薬剤師会の対応による情報 

要援護者の診察 

FMラジオによる情報発信 医師会の医療救護開設訓練 

各自治会ごとに避難誘導 

体育館への避難 

要援護者の避難 



福祉支え合い  
平成２９年度活動報告 

鶴二支え合い 
      ０５ 

福祉支え合い委員会 
急速に進む高齢社会を踏まえ、高齢者が孤立しないよう、交流を重ね健康、生きがい、安心を得られるよう

にサロン活動を行ってきました。また、高齢者への福祉支援活動として「見守り声かけ活動」や「人権講演

会」、「高齢者福祉介護セミナー」を開催しました。 

      高齢者サロン「エスポワール」（希望） 
参加者の意見を尊重し毎回の催事を話し合いで決めます。
これまでバスツァー、映画鑑賞、歌声喫茶など多種多様。 
第１・第３金曜日 １３：３０～１５：３０ 参加者：３６３名          
                                
 
 
 
 
 
 
 

    ふれあい会食サロン 
学校給食を児童と一緒に食べながら交
流したり、近隣の特養施設でも会食を
行います。参加者：４９名 

第６回高齢者福祉人権講演会 
   開   催  日：平成２９年９月２日 参加者２１０名 
 場    所：南市民センタ－（南市民センタ－と共催） 
 講演内容 
  『 もの忘れ？それとも認知症？～認知症診断の実際～ 』 
 講     師：立川 太一 先生 
 参  加  者：２１０名 

 
 

 
第５回高齢者福祉介護セミナー 

      

第６回高齢者福祉人権講演会    

ふれあい体操 
第1・３・４週 
月曜日10：30～ 

参加者：４０２名  

健康吹き矢教室 
第2・３週土曜日 
  10：０0～ 

参加者：２０５名  

福祉ふれあいサロン活動 

第５回高齢者福祉介護セミナ－ 
 開  催  日：平成３０年３月１０日  
 場         所：南市民センタ－（南市民センタ－と共催） 
 活動内容 
     第１部 福祉介護サービス紹介セミナ－ 
         ５事業所の紹介 
     第２部 講演  
          わたしの安心、わたしの『かかりつけ医』ってどうや 
                       って 探すの？ 
  講     師 ：川野 太郎 先生 
  参 加  者：１４８名 

 
 



子ども  平成２９年度活動報告 

鶴二支え合い 
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子ども委員会 

地域の子どもを健やかに育てるため、自由な遊び場づくりプレーパーク、子育てサロン、宿題サロンを実

施してきました。また、子育て支援講座、観劇会等を関係団体と連携協力し行ってきました。 

平成25年8月からスタート、地

域のボランティアの協力で運

営されています。勉強や宿題

だけでなく児童に喜ばれる工

夫をしています。 

毎週月曜日１５：００～１７：００ 

夏休みも前期・後期開催。 

参加者：１，０２９名 

遊び場の活動「プレーパーク」 

子ども達の希望に応じ水遊び、流

しそうめん、バルーン遊び、餅つき

等々、子どもたちが自由に遊べる

場を作っています。 

年に何度かは関係団体と連携して

市民の森などに繰り出します。 

毎月第四土曜日１０：００～１５：００ 

参加者：１７３名 

「子育てサロン」 

未就学児童と子育てママの交流

の場として親子そろって快適に

過ごせる場所の提供。時には、

わらべうたやおやつ作り等のイ

ベントも行います。祝祭日を除く

月曜日～金曜１０：００～１５：００ 

自由にご利用できます。 

参加者：５２７組 

「観劇会」 

この地域で親子で

楽しめるお芝居を

観ることはなかなか

できません。毎年関

係団体との連携で

お芝居の観劇会を

行っています。 

塾でもない学校でもない「宿題サロン」 

     平成２９年11月11日 
 参加者：全校児童    296名 父兄・教員 120名 

鶴ヶ島市立第二小学校１２５周年記念集会（ＰＴＡと共催） 
 



助け合い  平成２９年度活動報告 

鶴二助け合い隊 

高齢者などの生活上の困りごとを、地域の元気な方の有償ボランティアで支え合い助け合う活動です。

近年介護保険の改定などで高齢者の身近な生活支援などのお手伝いの要望が増えました。 

助け合い隊は、平成２０年以降埼玉県の市町

村の社会福祉協議会などが中心となって設立

されてきました。現在市内では鶴二小学校区の

「鶴二助け合い隊」、富士見地区の「わかば助

け合い隊」、南小学校地区の「サザン助け合い

隊」、杉下小学校地区の「杉下助け合い隊」、西

部地域の「西部助け合い隊」、中央地域の「中

央助け合い隊」の６地区で実施されています。

市内の各助け合い隊は「ありがとう券」や「取り

扱い店」など共通して使用できるシステムとなっ

ています。 

鶴二支え合い 
      ０７ 

【ありがとう券】という形にする事で、 
 利用者は、気軽にお願い事を頼み、協力者は自分らしく利用者のお手伝いをする事が出来る、プロとは 
違う温かみを大切にした仕組みを作りをめざしています。 

お困りの皆さんが 
電話をする 

指定店 

助け合い隊事務局 

お掃除 お世話 付き添い 修理 

お礼に 
ありがとう券 
(1枚200円）を 
渡す 

ありがとう券 
販売 

1枚200円/２０分 

1枚150円 
商品を買える 

協力者 

買い物バスツアー   技術取得研修 

群馬 こんにゃくパ－ク～赤城フー
ズ～洋菓子 参加者：２１名 

川越 角上～いも膳～菓子屋横丁
～角上  参加者：２２名 

包丁研ぎ研修    参加者：１３名 
庭木の剪定講習会 参加者：１８名 

 助け合い隊活動 
・利用会員数：６９名 
・協力会員数：６１名 
・活動実績   ：６１件/年 

http://azby.search.nifty.com/imagesearch/search?cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&select=2&chartype=1&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E8%AD%B7&tmpl=img_frame_azby&imgurl=http://www.happynew.jp/image2011/KF11_11.jpg&imgrefurl=http://www.happynew.jp/zaitaku01-top.html&h=240&w=180&sz=49.7kB&tbnid=http://msp.c.yimg.jp/image?q=tbn:ANd9GcR5OBp0lSIBUz5x-8r8xbucs990IpoVgStkv-pJ4YrgSQ5-HdJOYDdi2eU:http://www.happynew.jp/image2011/KF11_11.jpg&tbnh=110&tbnw=83&start=20&prev=/imagesearch/search?cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&select=2&chartype=1&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E8%AD%B7&start=0&img.fmt=all&img.imtype=color&img.filteradult=no&img.type=all&img.dimensions=all
http://azby.search.nifty.com/imagesearch/search?cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&select=2&chartype=1&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E8%AD%B7&tmpl=img_frame_azby&imgurl=http://care-net.biz/img/clip/kj/kj-a001.gif&imgrefurl=http://care-net.biz/01/torino/b33.php&h=214&w=222&sz=11.3kB&tbnid=http://msp.c.yimg.jp/image?q=tbn:ANd9GcSHIDobBkzQqYCji4Lv8vkK3wztONYmAQPtNbXtHN3_zb83aHBp_k2XMg:http://care-net.biz/img/clip/kj/kj-a001.gif&tbnh=103&tbnw=107&start=6&prev=/imagesearch/search?cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&select=2&chartype=1&q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E8%AD%B7&start=0&img.fmt=all&img.imtype=color&img.filteradult=no&img.type=all&img.dimensions=all


広 報  平成２９年度活動報告 

鶴二支え合い 
０８ 

協議会の活動を広く発信し、理解、認知していただき、会員間の情報の共有を円滑にする目的で活

動しています。 

✦広報誌「鶴二支え合いだより」 

   毎月６００部発行、会員への配布、自治会の回覧、近隣 

  福祉施設、公共施設等に配布しています。 （A-4 表裏）  

✦Webなどの広報活動 （「鶴二支え合い」で検索してください。） 
 

      

✦視察研修・出張講演活動 

「 鶴 二 さ さ えあい 」 ブ ログ                
http://blog.canpan.info/tsuru2sasaeai/            
 

イ ベ ン ト 等のお知 らせや日々の  

活動報告な ど を投稿 し てい ます 。   

期   日 内   容 団   体   名 人数 

６月１１日 講演依頼 毛呂山町 町民講演 ５０ 

６月２２日 講演依頼 我孫子市 市民活動ネットワーク ３０ 

６月２５日 講演依頼 鶴ヶ島市  中央図書館 ３０ 

６月２７日 来訪 我孫子市 社協 ３８ 

７月１３日 来訪 伊奈町   区長会 ５０ 

８月   ３日 講演依頼 川口市  盛人大学 ２０ 

９月１２日 来訪 清瀬市  社協 １２ 

９月２２日 来訪 狭山市  市民大学 １２ 

１０月２７日 来訪 佐倉市  地区社協 ２８ 

１１月１６日 来訪 久喜市  地域づくり交流会 ３０ 

１１月１８日 講演依頼 秋田市  ５０ 

１月１４日 来訪 川崎市    健康福祉局 ３ 

１月１４日 講演依頼 守谷市    まちづくり協議会  ３００ 

２月   ６日 来訪 秋田市   職員 １ 

２月２７日 来訪 守谷市   まちづくり協議会 ３２ 

３月１７日 来訪 所沢市   まちづくり協議会 ４０ 

団体との情報交換、来訪、講演依頼等 平成２９年4月～平成３０年３月 

ＮＰＯ法人 

鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 

ホーム  活動内容   団体情報   問い合わせ・地図 

   日々の活動は 
 日本財団が運営する 
ブログサイトをご覧ください 

「 鶴 二支え合い 」 ホームページ  
https://taggucchi.wixsite.com/tsuru2sasaeai 
                       
活動内容や団体情報など を  

お伝 え し て います 。   



全体事業  平成２９年度活動報告 

鶴二支え合い 
      ０９ 

地域ネットワークの推進・環境保全を進める事業 

協議会はまちづくりに係る活動や地域のイベントなどに積極的に参加・参画しています。また、協議会

主体の事業活動や自治会、福祉施設などとの情報連絡会など実施しました。 

   「鶴ヶ島産業まつり」 

産業まつり、さくらまつり、ｅコラボ
まつり等に焼きそば・豚汁等の模

擬店を出店しました。 

  「地域デビューきっかけ広場」 

６０代前後の世代の皆さんが地域

活動団体に参加していただく目的

のイベント、実行委員として積極的

に参加しました。 

    「南市民センタ－まつり」 

地域活動の拠点である南市民セン

ターを支援するためにセンター利用者

等と連携して積極的に参画しました。 

 

養命酒製造（株）は鶴ヶ島太陽光発電所に隣接した場所に、地域貢献事業として環境教育施設「ｅコラボつるがしま」を

建設しました。この「ｅコラボつるがしま」は環境教育施設だけでなく災害時の給電や給水能力が備わっており、地域の

大切な資源で、また、住民の交流の場として活用しています。年間行事としてオープン記念日に「ｅコラボまつり」（６００

名）、えこらぼ寄席」（５０名）、「ｅコラボサイエンス教室」（１２７名）などを実施しました。 また、協議会では施設見学の

受付案内業務、工場跡地の環境保全の草刈り事業も行っています。 

 

   交流拠点の整備 
・ミニＦＭ局の整備 
・南校舎１階交流拠点づくり 
・支え合い防災倉庫の棚設置と整理 
・南校舎側駐車場整備（砂敷き） 
 

 
   第二小学校との協働 
・校庭内花壇整備 ２回／年 参加者１２名 
・校庭の草取り  ３回／年 参加者１８名 
・落ち葉ひろい  １回／年 
 
  

 地域交流の拠点となる施設の整備・運営等に関する事業 



多様なつながり  
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鶴二支え合い 
１０ 

鶴ヶ島市社会福祉協議会 生活支援コ－ディネ－ター 

北堀 尚美 さん 

インタビュー 

協議会は設立以来、市民活動団体、事業所や個人など幅広い方々と連携協力し、地域課題に取り組 

んできました。ここで、地域に関わる皆さんにインタビューし、その思いを語っていただきました。 

あったかホ－ム鶴ヶ島施設長 

小森 真弓 さん 

 

   Q   鶴二支え合い協議会の活動についてどのように思っていますか？ 

    

        平成２０年、地域の防災の取り組みから始まり、福祉や子ども育成  

        の活動、助け合い隊の発足、法人としての設立、地域の環境を守るた 

        めの活動など歴史を重ね、地域の住民と一緒に支え合い、生きがいを 

        生み出す体制が出来上がっていると感じました。「みんなに役立つこと 

        で自分の質を高める。」鶴二支え合い協議会の素晴らしさは、他地域 

        のお手本になるものだと思います。 

   

    Q  これからの協議会へのご意見や期待をお聞かせください。 

      

       地域住民が自主的に取り組み、住民が自宅から外に出る仕組みづくり、 社会参加ができる体制を 

     継続し、１００歳時代に向けての支え合いを期待しています。 

       生活支援コ―ディネ―タ―として、地域の様子を把握し、困りごとなど地域のみなさんと一緒に考 

       え解決できるように進めていきたいと思います。みなさんの「仲間づくり」「元気になりたい」を応援して 

       いきます。よろしくお願います。 

 

 

 

 

 

   

   Ｑ  あったかホ―ムとの連携についてどのように思っていますか？ 
   
     １０年前、《にこにこウォ―キング》に参加したことが、会員皆様との 
    交流を深めるきっかけだったと思い出されます。入居者様にとって、 
    住み慣れた地域を散歩しながら地域の方とする何気ない会話は、心 
    待ちにする喜びへと繋がっておりました。ホームでの助け合い隊皆様 
    の草刈りをはじめ多様な連携や、皆さまのお心遣いに深く感謝申し上 
      げます。          
 
         
 
 

 Q  これからの協議会へのご意見や期待をお聞かせください。 

    

   地域の諸課題について、『自分たちで解決しよう！』というバイタリティに富んだご活躍が素晴らし 

   いです。協議会では会員様がお持ちの《オンリーワン》に光をあて、それらを多様なニ―ズへ活かさ 

   れていることが、会員皆様をはじめ、地域の活力になっているのではないでしょうか。何か困ったこ 

   とがあったら協議会にきくことが出来るのは心強いですね。 



平成２９年度活動報告 

鶴二支え合い 
      １１ 

鶴ヶ丘第六自治会会長 

鹿内 信弘 さん 

Ｑ ＰＴＡ活動への協力についてどのように思っていますか？ 

 

    ＰＴＡ活動に関わることで、地域とのつながりが大切だということが 

  わかりました。子ども達が安全に学校に通えるように見守ってくださ 

  ったり、花壇整理や学校行事と沢山ご協力頂いています。私自身も 

  ＰＴＡ活動に加わることで子ども達の楽しく安全な学校生活を送るた 

  めのお手伝いをさせていただけたと思います。 

 

 

Ｑ これからの協議会へのご意見や期待をお聞かせください。 

  

     昨今、子どもが犠牲になる痛ましい事件や事故が増えています。そのなかで犯罪を未然に防ぐのは        

  やはり学校と地域の連携が大切だと思います。 

      二小学区では協議会のご協力により、子ども達が安全に登下校でき、保護者として大変有難く感じ 

  ています。いつもやさしく、時には厳しくこれからも子どもたちを見守ってほしいと思います。 

 

   

 

 

 

 

 

  Ｑ 自治会との関係についてどのように思っていますか。 

  

      設立後５０年余の我が自治会は、世帯主が６５歳以上の世帯が７０％近 

   く を占め、地力が弱まっており、活動に多くの課題を抱えています。このよ 

   うな中で、地域の要望に応えるべく幅広く活動している協議会を力強く感じ 

   ています。自治会の主体性を維持しながら、自治会員の要望をかなえる協 

  議会の事業について、連携強化を模索していきたいと考えています。 

 

  Ｑ   これからの協議会へのご意見や期待をお聞かせください。 

  

      高齢者の１人暮らしや高齢者だけの世帯が増加しており、地域で支え合う社会をつくることが求め 

    られています。この点から、「高齢者への見守り声かけ活動」や「助け合い隊事業」を特に注目してい 

   ます。地域の住民同士が交流し、生活の困りごとなどで助け合える仕組みをめざして活動している協 

   議会にますます期待をしています。 

鶴ヶ島第二小学校ＰＴＡ会長 

佐藤 由香 さん 



協力団体  
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久保団地自治会 

藤の台団地自治会 

上広谷第一西自治会 

上広谷第二自治会 

上広谷第三自治会 

鶴ヶ丘第一自治会 

鶴ヶ丘第二自治会 

鶴ヶ丘第四自治会 

鶴ヶ丘第五自治会 

鶴ヶ丘第六自治会 

鶴ヶ丘常葉会 

上広谷草の実会 

上広谷第一長寿会 

ＮＰＯ法人 カローレ 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

株式会社 メモリード 埼玉事業本部 

養命酒製造株式会社 

ヤオコー 鶴ヶ島店 

東洋大学 

城西大学 

女子栄養大学 

日本医療科学大学 

一般社団法人 坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島市歯科医師会 

坂戸鶴ヶ島市薬剤師会 

鶴ヶ島市地域包括支援センター ぺんぎん 

鶴ヶ島市地域包括支援センタ－ いちばんぼし 

 

たちかわ脳神経科クリニック 

鶴ヶ島耳鼻咽喉科デイケアルーム 

在宅訪問介護事業所 ベルグルー 

みどりの風鶴ヶ島 

ハーモニーライフ鶴ヶ島 

あったかホーム鶴ヶ島 

ニチイケアーセンター鶴ヶ島 

グループホーム鶴ヶ島 

デイサービス Ｂlue 

まごころの家 あゆみ 藤金 

ナーシングホーム鶴ヶ島 

花水樹 

デイサービス はるかぜ 

トータルフアミリーサポート あゆみ 

SOMPOケア ラヴィーレ鶴ヶ島 

さかえ保育園 

鶴ヶ島みどり保育園 

鶴ヶ島駅西口商店会 

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校 

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校ＰＴＡ 

鶴ヶ島市立藤中学校 

鶴ヶ島市立藤中学校ＰＴＡ 

鶴ヶ島第二地区青少年健全育成推進協議会 

公益社団法人 鶴ヶ島市シルバー人材センター 

社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会 

鶴ヶ島市 

鶴ヶ島市南市民センター 

  その他、地域の多くの団体、個人の皆様にご協力頂いています。                                                                   
（順不同） 

Web ブログ 


