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○○から始めよう！
１,０００人の一歩
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土

▶12時15分〜 17時15分

▶9時30分〜 12時

【会場】

狭山市市民会館 他

日

（1,000名）
【参加対象】 小地域福祉活動に関心のある方
【参 加 費】 6,000円
（両日参加・１日参加とも）
主催 ：第13回全国校区・小地域福祉活動サミットＩＮさやま実行委員会
社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会
共催 ：狭山市 ／ 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
小地域福祉活動を楽しむ全国ネットワーク
後援 ：社会福祉法人 全国社会福祉協議会

本事業は赤い羽根共同募金配分金の一部を活用して実施しています。

開催趣旨

身近な地域で支え合う「小地域福祉活動」は、すべての人々の役割を創出する
だけではなく、地域社会のつながりを強めるためにも意義のある取り組みです。
これらの活動には、そこで暮らす様々な人たちが同じ地域の仲間として、つながりや
思いやりをもって主体的に取り組んでいくことが大切です。
本サミットは、小地域福祉活動に取り組む実践者同士の交流の場、全国の取り
組みを学ぶ場です。本サミットの場を通して、参加した方々が地域への思いを
再確認し、更なる活動への意欲を高める機会となることを目的として開催します。

プログラム ＜全体スケジュール1日目＞
1月25日(土)

1日目

11：15 〜 12：15

受付

12：15 〜12：30

開会前アトラクション（15分）
●ドリームワンダーランド（チアダンスエンターテイメント集団）

12：30 〜12：45

開会式（15分）
●開会あいさつ（実行委員長、狭山市長）

オープニングセッション（60分）
「住民がつくる狭山の福祉」

12：45 〜13：45

住民が中心となって
行政や社協と協働して
いく取り組みを紹介。

登

壇

者

日本大学 文理学部

教授 諏訪

徹 さん

東都大学 ヒューマンケア学部
講師 野村 政子 さん

13：45 〜14：15

休憩・会場移動

14：15 〜17：15

分科会（180分）
※8つの分科会となります。詳しくはP3〜P5へ

18：00 〜20：00

交流会（120分）
（希望者のみ事前申込み、別途参加費要）
【会

1

場】 狭山市市民交流センター（狭山市入間川1-3-1）

プログラム ＜全体スケジュール2日目＞
1月26日(日)

2日目

9：00 〜 9：30

受付

9：30 〜 10：45

全体会1）全国地域福祉活動者交流会

８つのテーマを
事前に選択。
詳しくはP6へ

「活動者同志、語ってつながろう!」
全体会2）さやまサミット本音ｄｅトーク

「地域福祉活動者１,０００人の
次の一歩を考えよう!」

2日目の全体会では
「全国地域福祉活動者交流会」
または
「さやまサミット本音deトーク」
のどちらかを選んでください。

シン ポ ジ スト

豊中市社会福祉協議会
福祉推進室長 勝部 麗子 さん
新座市北部第二地区地域福祉推進協議会
狭山市内の地域福祉活動者

詳しくはP6へ

コーディネーター

狭山市社会福祉協議会
地域福祉担当主査 天谷 都紀子

助

関西学院大学

言

者

名誉教授 牧里 毎治 さん

※全体会は活動者交流会と本音deトークの選択制（75分）

10：45 〜11：10

休憩・会場移動

11：10 〜11：40

まとめのトーク（30分）
登

11：40 〜 12：00

壇

者

関西学院大学

名誉教授 牧里 毎治 さん

閉会式（20分）
●フラッグ引き継ぎ
●閉会あいさつ

【開会前アトラクション出演団体】

ドリームワンダーランド
本格的なチアダンスパフォーマンスを展開する日本最大級の
エンターテイメント集団。狭山市観光大使（2019年〜）。
2018年にポーランドで開催され た「第１回 世界大学チア
リーディング選手権大会」に日本代表として出場し、チームチア
ジャズ部門において金メダル受賞！
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分科会一覧

1 日目

分科会１ 居場所づくり

多世代が集まる！
喜びと生きがいあふれるお互い様の居場所
概

要

分科会

そこに行けばどんな人にも役割がある！
互いに自分らしく、
緩やかなつながりが生まれる、
さまざまな世代が集える居場所に
ついて先進的な取り組みとご当地の実践例を参考にみんなで一緒に考えてみましょう！

報 告 者 等

（新潟県新潟市）
常設型地域の茶の間「うちの実家」
（埼玉県所沢市）
ぽかぽかスカイ 103
ＮＰＯ法人 コモンズ（埼玉県狭山市）

コーディネーター

十文字学園女子大学 人間生活学部

教授

佐藤

陽 さん

分科会２ 子育て支援

親の笑顔は、子どもを伸ばす
〜食べて遊べてくつろげて、
居させられ場所ではないスペースづくり〜
概

要

子どもも親も、賑やかに食べて、遊べて、くつろげて、自分の時間を持つことが
できる自宅以外の場所。子どもも親も笑顔になれる小さなスペースを、身近な地域
に少しずつ増やしていくにはどうしたらよいか。そんな想いのある方におススメな
分科会です。

報 告 者 等

さきちゃんち（東京都文京区）
シングルズキッズ株式会社（東京都世田谷区）
いりそ支え合いたっち（埼玉県狭山市）

コーディネーター

玉川大学 教育学部

教授

渋谷 行成 さん

分科会３ 福祉教育、
共生社会

「一人も取りこぼさない地域づくり」のため、
福祉教育の目指す姿を一緒に考えてみませんか？
概

3

要

「福祉の心を育む」プログラムによる心のバリアフリーを目指し、目に見えにくい
障がいのある方々による福祉教育の実践等を通じて、また、障がいのある当事者の
方々との 交 流を 通して、福 祉 教 育 のあり方 を 考えるとともに、障 が い のあ る
当事者の「困りごと」等を本音で話し合いませんか。

報 告 者 等

ふくふく木曜会（埼玉県東松山市）
NPO法人 うりんこくらぶ（埼玉県久喜市）
西武文理大学 学生（埼玉県狭山市）

コーディネーター

東京国際大学 人間社会学部

教授

松本 すみ子 さん

分科会一覧

1 日目

分科会４ 生活支援体制整備事業、
地域づくり
こころちゃんに叱られる！？
「小地域における生活支援体制整備事業」
の取り組み

分科会

〜ぼーっとしてんじゃねーよ！
みんながワクワクしちゃう地域づくり〜
概

要

暮らしの困りごとを公的サービスだけでなく多様な人々とともに解決していくために、
全国各地で多様な取り組みが行われています。
今後、
生活支援体制整備事業を活かして、
みんながワクワクできる地域づくりをどう進めていくか、こころちゃん（狭山市社協
キャラクター）
と登壇者、
参加者の皆さんと一緒に、
これからの活動に生かせるアイデア
を出し合っていきましょう♪

報 告 者 等

高崎市第２層八幡協議体（群馬県高崎市）
鶴ヶ島市第２層協議会（埼玉県鶴ヶ島市）
柏原支部社協 きのえね坂の家（埼玉県狭山市）

コーディネーター

日本社会事業大学 社会福祉学部

准教授

ぼーっと
ゃ
してんじ
ねーよ！

菱沼 幹男 さん

分科会５ 権利擁護

地域で生きる 〜もう一度笑顔になりたい〜
概

要

認知症になっても、障がいがあっても、自分の居場所を探して暮らしていける地域
づくりを進めるためにはどうすれば良いか。普段の暮らしの中で身近に権利擁護活動
に参加できることを実感し、誰もが安心して地域で生活できるようになるためのヒント
について考えましょう。

報 告 者 等

埼玉福興株式会社（埼玉県熊谷市）
ＮＰＯ法人 さやま後見ネット（埼玉県狭山市）
若年性認知症の当事者及び本人を支援する方々（埼玉県狭山市）

コーディネーター

ＮＰＯ法人 いきいきネット

副代表理事

小平 慶一 さん

分科会６ 多文化共生、
防災

防災ｄｅ知る
概

要

多文化共生のまち

ちから

〜ちがいを力に〜

言語や文化、慣習の違いによる相互の無理解のために地域で暮らしにくい外国人
は大勢います。解決方法を考えるときに、行政や制度に任せがちですが、共に暮らす
住民として、すぐにできることがあるはず。住民による活動や支援を知り、誰もが
力を合わせざるを得ない災害の場面を通じて考えてみます。

報 告 者 等

公益財団法人 仙台観光国際協会（宮城県仙台市）
ピナット〜外国人支援ともだちネット（東京都三鷹市）
狭山市国際交流協会 日本語教室（埼玉県狭山市）

コーディネーター

ＮＰＯ法人 国際活動市民中心（CINGA）

コーディネーター

新居 みどり さん
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分科会一覧
分科会７ まちづくり、
地域の活性化
（スタディツアー）

まちづくりの知恵 〜地域を住みこなす〜
概

要

1 日目

分科会

いつまでも安心して生活していくために、住民力によって「まちを生き生きと住み
こなす」ことで、地域における活動の参画者を増やしていこう！社協や行政をうまく
活用することで、地域に必要なモノをつくっていこう！
「住みこなす」をテーマに人と人のつながりを仕掛けていく様子（失敗例や財源も）
を学び、自分たちの地域をどうつくっていくのか考えてみませんか。
（※）この企画はＮＰＯ法人グリーンオフィスさやまの活動拠点である新狭山ハイツに
移動して実施する現地視察型プログラムです。

定

員

50名（現地で別途、お茶代等として200円かかります）

報 告 者 等

ＮＰＯ法人 鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会（埼玉県鶴ヶ島市）
なぐり広場（埼玉県飯能市）
ＮＰＯ法人 グリーンオフィスさやま（埼玉県狭山市）

コーディネーター

ＮＰＯ法人 日本ＮＰＯセンター

理事

今田 克司 さん

分科会８ 地域共生、
住民主体の小地域福祉活動

住民活動のエッセンス 〜「平らな関係」で活動をするために〜
概

要

ファシリテーター

地域共生か地域強制か？「地域共生」というスローガンのもと進められかねない、
官製小地域福祉活動に対する危機感や、行政からの権力、ムラ的共同体が持つ
ヒエラルキー構造により、形だけの住民活動づくりが進められることに対する問題
意識を共有しましょう。
縦の関係を批判せず、尊重しながらも、対話と協議を重ねながら、一人一人が
平らな組織、平らな関係による活動づくりをどのように進めて行くのか。「住民が
やっている＝小地域福祉活動」ではないはず。本分科会で、ワールドカフェ形式の
ワークショップを行い、平らな関係を作るにはどうしたらいいかを参加者全員で
たっぷり時間をかけて話し合い、聴き合い、情報を共有しつつ学びを深め合い、
その本質を一緒に探り、共感しながら、日々の活動の励みにつなげていきませんか。
豊中市社会福祉協議会

福祉推進室長

勝部 麗子 さん

狭山市社協公式マスコットキャラクター

こころちゃん
お茶（狭山茶）とお花がだいすきな女の子。
サミット会場でお待ちしてます☆
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全体会のメニュー一覧

2 日目

全体会１ 全国地域福祉活動者交流会

「活動者同志、語ってつながろう！」
概

要

全体会
選択制

サミットに参加する地域福祉活動者だからこそ、先進事例等を聞くことで学びを
得るだけでなく、自分たちの活動についても外に発信し、互いの活動に対する意見
交換を行い、新たな気づきやそれぞれの活動を認め合いたいと思っていませんか？
・・
全国から活動者が集まる貴重なこの機会に、「活動者同志が語り合い、つながる」
ことをテーマに、参加者同士の交流をしましょう！
語り合いたいテーマごとに、グループを分けて、参加者による意見交換・名刺交換・
資料交換の場を用意しました。名刺や資料を持参して集まれば、あなただけの
サミット資料集が完成します！
【テーマ】
①地域の居場所づくり（サロン）
②障がい者との共生
③子どもの居場所づくり（子ども食堂、学習支援、プレイパーク等）
④自治会・町内会・管理組合の取り組み（見守り活動、助け合い活動等）
⑤民生委員の取り組み
⑥介護予防（体操、役割づくり）への取り組み
⑦移動支援・買い物支援への取り組み
⑧生活支援サービスへの取り組み
※ 申込人数によって、希望を調整させていただく場合があります。

全体会２ さやまサミット 本音 de トーク

「地域福祉活動者１,０００人の次の一歩を考えよう!」
概

要

狭山市内の地域福祉活動者や他地域の地域福祉活動者、研究者で、小地域福祉
活動の現状や活動する中で感じる悩みや励み、今後の展望等、それぞれが本音で
語り合います！
さやまサミットの参加を機に、私たちにできることは何なのか！サミットに集まった
地域福祉活動者たちだからこそできることについて、ヒントを探ってみませんか？

報 告 者 等

豊中市社会福祉協議会
福祉推進室長 勝部 麗子 さん（大阪府豊中市）
新座市北部第二地区地域福祉推進協議会（埼玉県新座市）
狭山市内の地域福祉活動者

コーディネーター

狭山市社会福祉協議会

助

関西学院大学

言

者

名誉教授

地域福祉担当主査

天谷 都紀子

牧里 毎治 さん
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お申込みのご案内

１．
参加登録
（申込み）
について
■サミット参加費

お一人様 6,000 円（両日参加・どちらか 1 日参加とも）

（１）参加ご希望の方は、添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、
「名鉄観光サービス株式会社
さいたま支店」
宛へ12月18日
（水）
までに、
ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。
●申込み締め切り後に、
順次予約関係書類および、
請求書を送付いたします。 尚、
団体でのお申込
みの場合は、
一括での請求・送付となりますので、
ご了承ください。
個人でのお申込みの場合、
団体
名は不要です。
●予約関係書類および請求書到着後、
指定期日
（1月17日）
までにお振込みをお願いいたします。
（２）
参加申込み後の変更・取消については、
「４．
変更・取消について」
をご参照ください。

２．
交流会について
日
会

時 ：2020年1月25日（土）18：00 〜 20：00
場 ：狭山市市民交流センター（埼玉県狭山市入間川1-3-1 TEL：04-2954-2111）
（西武新宿線「狭山市駅」西口から徒歩1分）

会
定

費 ：5,000円
員 ：150名（先着順）

参加ご希望の方は、
申込書の交流会の欄に○印をご記入ください。

３．
宿泊について
宿 泊 日 ： 2020年1月25日（土）
宿 泊 条 件 ： １泊朝食付（サービス料・税金込）
※旅行代金はP8「受付ホテル一覧」を参照してください。

最少催行人員 ：１名より（添乗員は同行いたしません）
●宿泊代金は１泊あたり、お一人様・サービス料・税金込のお値段です。
●各施設の詳細は、お手数ですが各施設のホームページ等でご確認をお願いいたします。
お申込みは申込書の宿泊プラン欄に「受付ホテル一覧」の申込番号をご記入いただき、 ご希望は
第3希望までご記入ください。
申込みは受付順とさせていただきます。
また、
禁煙・喫煙のご希望も承りますが、
ご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承
ください。
※本大会の宿泊は名鉄観光サービス株式会社（観光庁長官登録旅行業第55号）が旅行企画・実施す
る旅行であり、この旅行に参加されるお客様は名鉄観光サービス株式会社と募集型企画旅行契約
を締結することになります。契約の内容・条件およびその他詳細につきましては、当社店頭または
ホームページ（http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml）にて確認の上、お申込みください。
その他の旅行条件は、当社旅行業約款および旅行条件書によります。上記の条件は2019年9月
1日を基準としております。
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お申込みのご案内
受付ホテル一覧
申込記号

※客室タイプはＣ・Ｄ・Ｆを除き、シングルです。
旅行代金

アクセス

ホテル名

（お一人様あたり）

Ａ

新狭山第一ホテル

8,300円

西武新宿線「新狭山駅」徒歩 １分

Ｂ

新狭山ホテル

7,800円

西武新宿線「新狭山駅」徒歩 1分

Ｃ

川越プリンスホテル（ダブル）

19,000円

Ｄ

川越プリンスホテル（ツイン）

12,300円

Ｅ

川越東武ホテル

10,500円

Ｆ

川越東武ホテル（ツイン）

9,800円

Ｇ

川越第一ホテル

9,500円

西武新宿線「本川越駅」徒歩 15分

Ｈ

デイリーホテル小江戸川越

7,800円

西武新宿線「本川越駅」徒歩 6分

西武新宿線「本川越駅」徒歩 1分
西武新宿線「本川越駅」徒歩 8分

※ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※上記ホテル以外のご宿泊をご希望の方は、手配旅行契約として手配をお受けいたします。
申込書の備考欄に希望内容をご記入ください。

４．
変更・取消について
（１）
お申込み後の変更・取消は、
必ずＦＡＸまたは郵送にて名鉄観光サービス株式会社 さいたま支店まで
ご連絡ください。
（２）
返金にかかる振込手数料は参加者負担とし、
差引後の金額でご指定口座へ返金いたします。
（３）
変更・取消にかかる料率は、
下記をご参照ください。
（営業時間内の受付に限ります）
※営業時間 平日9：30 〜17：30
（土・日・祝日・年末年始を除く）
取

消

日

旅行開始日の前日から遡って21日前まで
旅行開始日の前日から遡って20 〜 16日前まで

参加費（取消）
無料

交流会取消

宿泊取消
無料

無料

旅行開始日の前日から遡って15 〜 8日前まで

20%

旅行開始日の前日から遡って7 〜 2日前まで

100％

30％

30％

旅行開始日前日

（注）

50％

40％

100％

100％

旅行開始後又は無連絡不参加
（注）サミット終了後、資料をご郵送させていただきます。
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お申込みのご案内

５．
個人情報の取扱について
参加申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報は、お客様との連絡のために利用させ
ていただく他、お申込みいただいた運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサー
ビス受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。また、サミット実行委員会事務局
に提出させていただきます。それ以外の目的でご提供いただきました個人情報は利用いたしません。
名鉄観光サービス株式会社の個人情報取扱方針は、下記ホームページまたは店頭にてご確認くだ
さい。
■名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp）
⇒ ご利用案内（TOPページ最下）

６．
参加登録・宿泊・交流会に関するお申込み・お問合せ先
【旅行企画・実施】 名鉄観光サービス株式会社

さいたま支店

「第13回全国校区・小地域福祉活動サミットＩＮさやま」係
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13（OLSビル13階）
TEL：048-641-5388
FAX：048-641-5287
担当：高岡、須永
Ｅメール：in-sayama@mwt.co.jp
営業時間 平日9：30〜17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
（観光庁長官登録旅行業第55号）

狭山といえば…
明松

狭山茶

狭山茶づくり歌より

狭山茶
狭山茶
ほうじ茶

色は静岡
香りは宇治よ
味は狭山でとどめさす

高級里いも

Ｂ級グルメ
狭山茶
（煎茶、抹茶、ティーバッグ、ペットボトル） 里いもコロッケ

ひと口ようか
ん
ひと口ようかん
ん
ようか
ひと口

販売も
の
げ
や
み
サミット
ます♪
予定してい

あいす
あいす

狭山茶
コーラ

狭山煎茶チョコレート
お茶のエキスや、
狭山ほうじ茶チョコレート お茶のペーストを
使った商品

※イラストはイメージです。
掲載の商品すべてを販売しているとは限りません。
茶娘こころ
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会場のご案内
メイン会場

狭山市市民会館

会場周辺
ご案内図

埼玉県狭山市入間川2-33-1（TEL：04-2953-9101）

分科会会場

狭山市役所、狭山市立中央公民館
狭山市社会福祉会館
※メイン会場から徒歩5 〜 10分程度

メイン会場へのアクセス
西武新宿線「狭山市駅」西口から徒歩8分
※駐車場は混雑が予想されますので、なるべく公共
交通機関をご利用ください。
※貸切バスで来場される際は必ず事前に実行委員会
事務局までご連絡ください。

参加申込みにあたって
●参加にあたっては、本開催要項のP7〜P9「お申込みのご案内」をよくお読みいただき、P10「第13
回全国校区・小地域福祉活動サミットＩＮさやま 参加申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまた
は郵送にてお申込みください。
●参加費等については事前振込みをお願いします。
●8つの分科会から、希望する分科会番号を第3希望までご記入ください。ただし、会場定員数の関係で、
希望される分科会にご参加いただけない場合もありますのでご了承ください。
●2つの全体会から、希望する全体会番号を第2希望までご記入ください。全体会1を希望される場合は、
8つのテーマの希望についてもご記入ください。ただし、会場定員数の関係で、希望される全体会
にご参加いただけない場合もありますのでご了承ください。
●参加にあたって、手話通訳・要約筆記・車イス補助等が必要な場合は、参加申込書備考欄に希望する
ことを具体的にご記入ください。

参加券の送付について
●参加申込書により、参加費請求書と参加券を郵送いたします。
●グループでお申込みの方に関しては、代表者に一括して郵送します。

申込み締切日

2019年12月18日
（水）

※ただし、会場の都合により、定員1,000名に達した時点で申込みを締め切らせていただきます。

第13回全国校区・小地域福祉活動サミットＩＮさやま

http://www.sayama-shakyou.or.jp/

参加申込みに関する 名鉄観光サービス株式会社 さいたま支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13（OLSビル13階）
お 問 い 合 わ せ TEL：048-641-5388 ／ FAX：048-641-5287（担当：高岡、須永）

実行委員会事務局：狭山市社会福祉協議会

内 容 に 関 す る 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2-4-13 狭山市社会福祉会館内
お 問 い 合 わ せ TEL：04-2954-0294（代）／ FAX：04-2956-7668
【受付時間】平日9：00 〜 17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

サミットINさやま

