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 障害者やご家族等の団体 

 

 同じ障害のある人や家族が集い、障害福祉に関する制度・サービスの学習・情報交

換や日常生活での悩みを相談し合い、親睦・相互理解を深め仲間作りをする団体です。 

それぞれの団体が独自の活動を行っています。 

 

＜身体障害関係＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

鶴岡市身体障害者福祉協会 

会長 佐藤 満子  電話：24-0412  

藤島、羽黒、櫛引、朝日、温海の各地域に協会

があります。各庁舎にお問い合わせください 

山形県聴覚障害者協会 庄内支部 鶴岡地区代表 三ツ澤幸 FAX 0234-23-4560 

山形県中途失聴・難聴者協会 鶴岡地区代表 庄司典子 FAX 57-2252 

全国パーキンソン病友の会山形県支部 庄内地区連絡員 鈴木富子 電話/FAX33-0252 

全国脊髄損傷者連合会 山形県支部 顧問 小林光雄 080-1801-7670 

荘内病院 腎友会 代表：佐澤和子 電話 76-4306 

鶴岡田川視覚障害者福祉協会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 森井 雪 

ボランティア時計の会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 森井 雪 

鶴岡田川鍼灸マッサージ師会 かたぐるま内 電話 28-3136 会長 阿部健治 

山形県盲ろう者友の会 庄内地区 代表 山木 0234-23-4188 

庄内オストメイト家族会 代表 阿部 連絡先 62-4480 

 

＜主に知的障害関係＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

手をつなぐ親の会・育成会 

かたぐるま内 電話 28-3136代表 橋本廣美 

羽黒、朝日、温海の各地域に会があります。 

各庁舎にお問い合わせください 

 

＜主に精神障害関係＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

おやこ草の会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 梅津成夫 

特定非営利活動法人 鶴岡ダルク        電話 64-8149 代表 武田晋輔 

赤ひげクラブ かたぐるま内 電話 28-3136 代表 石塚 研 

鶴岡田川断酒新生会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 佐藤 正人 

 

＜主に知的・発達障害関係＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

庄内自閉症親の会 かたぐるま内 電話 28-3136 会長 五十嵐賢治 

サクラソウの会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 渡部伸子 

アインシュタインの会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 梅津久美 

かたつむりの会 温海庁舎市民福祉課 電話：43-4613 
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＜サークル・ボランティア・余暇活動＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

鶴岡点字サークル かたぐるま内 電話 28-3136 代表 阿部玲子 

おもちゃの図書館 ぽっぽの会 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 山崎せい子 

かたぐるま手話サークル かたぐるま内 電話 28-3136 代表 渡部佐一 

かたぐるま絵画サークル かたぐるま内 電話 28-3136 代表 恩田道子 

サークルゆりかご かたぐるま内 電話 28-3136 代表 齋藤範子 

若葉青年教室 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 佐藤利男 

パソコン要約筆記「はなまる」 pc.hanamaru@gmail.com 事務局 大作あゆみ 

 

＜その他の団体＞ 

団体の名称 代表者・問い合わせ 

つるおか福祉塾 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 櫻井好和 

山形県手話通訳問題研究会庄内班 かたぐるま内 電話 28-3136 代表 阿部直子 

鶴岡地区障害者通所施設協議会 事務局：工房せい電話 33-1108 会長 石川一郎 

ぷれジョブつるおか かたぐるま内 電話 28-3136 代表 長谷川薫 

花笠ほーぷ隊 県手をつなぐ育成会 電話 023-623-6572代表 古澤薫 

 

身体障害者相談員 

 身体障害者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う協力者です。

具体的には、身体障害者の生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度を活用でき

るよう援助するなど、福祉事務所等とのパイプ役になったり、障害者のための社会

参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力したりします。 

氏名 住  所 電 話 氏名 住  所 電 話 

佐藤 満子 道形町 24-0412 佐藤 誠一 みずほ 35-3870 

阿毛 稔 下川 76-3030 五十嵐 武 藤島 090-2847-2471 

佐藤 武 東新斎町 22-8624 叶野 三好 東堀越 64-3150 

池田 均 大西町 22-2492 齋藤 清廣 羽黒町荒川 62-2411 

上野 喜吉 外内島 22-9073 勝木 克己 羽黒町手向 62-3139 

佐藤 義昭 千石町 24-6019 渡部 秀一 大網 54-6285 

長谷川 昇 海老島町 24-0329 小林 光雄 板井川 080-1801-7670 

森井 雪 日出一丁目 24-6221 齋藤 紀子 湯温海 43-3072 

原田 久民 宝町 22-7527 野尻 俊子 湯温海 43-3546 

 

知的障害者相談員 

 知的障害者、またはその保護者の相談に応じ、指導、助言、および知的障害者の

更生のための必要な援助を行う協力者です。具体的には、家庭における療育や生活

などに関する相談に応じたり、福祉事務所等とのパイプ役になったり、障害者のた

めの社会参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力したりします。 

氏 名 住   所 電  話 氏 名 住   所 電  話 

佐藤 喜美子 道形町 23-7900 長谷川 薫 西新斎町 090-4552-1745 

渡部 幸也 羽黒町昼田 62-3469 秋山 一子 黒川 57-2721 

菅原 市雄 大針 53-3376    

mailto:pc.hanamaru@gmail.com
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