
今後の校区社協の活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7月 15日 月 広報 福祉の窓 73号発行 

 7月 24日 水 ママといたずらキッズ プール遊び 

7月 24日 水 ふれあい事業 お茶配布 

 8月 28日 水 合同研修会 

9月 7日 土 認知症「捜索」「声かけ」訓練 

10月１０日 木 ママといたずらキッズ バスハイク 

11月 6日 水 ママといたずらキッズ 芋ほり体験 

11月 6日 水 ふれあい事業  

12月 15日 日 広報 福祉の窓 74号発行 

12月 26日 木 ふれあい事業 餅配布 

 1月 22日 水 ママといたずらキッズ ミニ運動会 

 2月 19日 水 ママといたずらキッズ 閉講式 

 2月 19日 水 ふれあい事業 お弁当配布 

 3月 15日 日 広報 福祉の窓 75号発行 

 3月 21日 土 理事会 

みなさん、お元気にしておられますか？ 

持ち前の明るさと暗さの池田南行政区 区長の福島春夫です。 

“令和元年”新しい時代と共に波多江校区 社会福祉協議会は民生・児童委員、福祉

委員、区長さん、公民館の皆さん、そして諸団体の皆さん方と一緒に福祉の向上に向 

けて頑張っている所です。校区社協は、４つの部会に分かれて活動しています。  

（１） 高齢者支援事業の『ふれあい』  

（２） 子育て支援事業の『ママといたずらキッズ』 

（３） 年３回発行の広報活動『福祉の窓』 

（４） 『研修活動』 

それと今年度も認知症「捜索」「声掛け」訓練を昨年に続き 

９月に実施の予定です。今回は池田北行政区、板持行政区の 

エリアでの訓練予定です。 

いつも言っている事ですが『たった一回きりの人生、今更 

くよくよしても仕方のない事でそれよりも毎日を明るく元気に 

楽しく過ごせれば』と、いつも願っております。 

今年度も校区住民の皆様方には変わらぬご支援とご協力の程 

よろしくお願い申し上げます。 
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ご厚意による寄付金は校区の福祉事業に使

わせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

【寄付者名】 【故 人 名】 【行 政 区】 

三苫 秀明様 三苫 唯  様 高田西 

朱雀 武志様 朱雀 ミチコ様 板 持 

原田 実 様 原田 トヨノ様 波多江 

 

令和元年６月３０日までにご寄付 

頂いた分を掲載しております。 

香典返し 

令和元年度 波多江校区社会福祉協議会 

会長 福島 春夫 

 

https://season-freeillust.com/spring/spring-h17.html


開講式 

出前講座虫歯予防について 

ママといたずらキッズについて 
       キッズ担当  谷本 佳乃 

 

ママといたずらキッズは、0 歳から未就園の 

お子様とその保護者の方を対象に毎年開催してい

ます。 

本年度の参加者は、２７家族、０歳～未就園の 

お子様３１名で、７回の催しを企画致しており 

ます。 

親子で、遊びとふれあいのひとときを過ごして 

いただき、又ママ友作りや地域の方々との交流を

深めてもらえたらと願います。 

スタッフ一同、誠心誠意取り組んで参りますの

で、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ママといたずらキッズ開講式に参加して 

      高田東行政区  大堂 美幸 

 

我が子の成長の軌跡を記録することは将来一緒に

振り返ったり、その場を共有できない家族に伝える  

大切な手段であるのは確かです。                       

その為ついついレンズ越しに一瞬を捉えることに

気を取られます。そんな日常の中で本会においては誰

もが肉眼で我が子を見守り、共に空間を愉しんでいま

した。それは委員やつみき文庫の皆様につくり出して

いただいた場のもつ力ゆえだと感じました。溢れんば

かりの愛情で包まれ、終始各世代が笑顔の会でした。 

ありがとうございます。 

 

開講式（お話し会）の様子 

ママといたずらキッズに参加して 

    高田西行政区  塚本 千恵 

  

私が参加したきっかけは、まったく知らない 

土地に引っ越してきて間もなく、周りに知り合い

もおらず不安な日々を過ごしていた時に偶然チラ

シを見て、ぜひ近所にママ友を作りたいと思い 

応募しました。 

参加してみて、こんな近くに同じ位の歳の 

子どもを持ったママが沢山いることを知って安心

しました。又先輩ママといろいろ情報共有できて

嬉しいです。 

人見知り真っ最中の我が子は最後には皆さんと

慣れてくれるかな（笑） 

 

 

今年のママといたずらキッズは、27家族のお申込みが 

ありました。１年間よろしくお願いします！ 

17 家族（総勢３８名）が保健師さんの絵本による

虫歯予防講座や、歌を歌いながらのふれあい体

操に参加されました。最後は風船プールで遊ん

で元気一杯のキッズでした。 

虫歯予防講座

と風船プール

の様子 

Overtureお芋思います。

おい 

 ５月２４日 スタッフみんな

で、さつま芋の植え付けをし 

ました。今年もたくさんとれるか

な？お芋さん大きくな～れ！ 
 

芋の植え付けの様子 

https://1.bp.blogspot.com/-NiH8LlN1egU/WzC9ki9AkVI/AAAAAAABM50/iIuRPiW7U5sQ8EdUaz-loxgliPnM0_-awCLcBGAs/s800/frame_watashitachiga_tsukurimashita_nouka.png


一人暮らし高齢者の集い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

波多江校区 ふれあい会 

６月２６日（水）プラザ寿苑にて、波多江校区「ふれあい会」を 

参加者・来賓・スタッフ含め １２７名の出席で開催致しました。 

「ふれあい」を担当して 

   板持行政区  福田 みゆき 

４月より初めて「ふれあい」を担当させて頂くこ

とになりました。 

高齢者の集いを楽しみに今計画しております。年

を重ねる事は出会いや感動を積み重ね、いつまでも

若々しく健やかな毎日を過ごしていただけるよう

お手伝い出来ればいいなと考えています。 

この出会いに感謝を込めてがんばっていきたい

と思います。 

 

 「ふれあい会」に参加して 

       波多江行政区  石橋秀敏 

 令和になって最初のひとり暮らし高齢者の集い「ふれ

あい会」に、地区の社協役員の方からのご案内を頂き 

参加させて頂きました。 

 会場の寿苑では百名を超える会員のご参加ご出席の 

もと、簡潔・適切な式典進行の後、おいしい食事を頂き

ながら美しいコーラスの発表、各自自慢のカラオケ熱唱、

更にはラッキーくじ引き大会など、盛りたくさんで賑や

かに楽しい「ふれあい会」の実施となりました。今回の

「ふれあい会」の計画・進行・実施に当たられました 

関係役員の方々に心から感謝とお礼を申し上げます。 

 （次回の開催、再開を今から楽しみにしています。） 
認知症「捜索」「声かけ」  

訓練について 
 

模擬訓練を実施致しますので地域の皆様ご支援

協力よろしくお願い致します。 
 

日 時：令和元年 ９月７日（土） 

    １０：００～１２：３０ 

集 合：波多江公民館 

対 象：地域住民 

エリア：池田北・板持行政区 

 

 

福祉まるごと出張相談会 

のお知らせ 
 

誰にも相談できない、制度が使えない等でお困りの方

はいらっしゃいませんか？ 

ひきこもり、障がい、子育て、高齢者、生活困窮など

さまざまな課題について、市社協のコミュニティソー

シャルワーカーという専門職が対応し、専門機関と 

連携して課題解決に向けてお手伝いします。本人で 

なくとも、地域の中で気になっている世帯があれば、

お気軽にご相談ください。 

日 時：７月１９日（金） 

10：00～12：00 

場 所：波多江公民館 

※相談は無料。予約不要です。 

主 催：糸島市社会福祉協議会 

（問合せ先）３２４－１６６０市社協 地域課   

 

https://1.bp.blogspot.com/-ecjnS3ytnRg/WR6nrlCoLHI/AAAAAAABEVk/aVStOWkv00kn2P7jb2NxSAt_k5Me_x1JwCLcB/s800/keirou_family2.png


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

民生・児童委員 福祉委員合同研修会 

第１回 民生・児童委員、福祉委員合同研修会 

  波多江校区社会福祉協議会 事務局長 曲淵 直子 

４月２５日(木)出前講座「子どもの虐待を防ぐ地域の

チカラ」の研修会を行いました。核家族が多くなった中、

地域の必要性を感じました。地域の中で気付いて、知ら

せて、見守って行く事が必要だと思います。 

何か身の回りで気付くことが有りましたら、近くの 

民生・児童委員、福祉委員に一報下されば幸いです。  

よろしくお願い致します。 

 
理事勉強会に参加して 

     波多江行政区 区長 小笠原 孝子 

高齢社会となり、県内でも毎日どこかで行方不明者が出

ています。 

 認知症の捜索・声かけの訓練を、昨年に続き今年も実施

されるようになり、他校区のＤⅤＤやお話を聞き、訓練を

度重ねる事により住民の意識を高めていければよいので

は、他人事ではなく自分に置き換えていただければと思い

ます。 

 住民参加の訓練が早急にできる事をのぞみます。 

理 事 勉 強 会  

退任者・新任者 紹介 

新任 高田東行政区 田上 正枝 
 

本年度より高田東行政区の福祉 

委員をする事になりました。 

よろしくお願いします。 
 

新任 高田西行政区 濱田 恵 

 

本年度より福祉委員を仰せつかりました濱田

と申します。校区住民の皆様の福祉向上の 

為に微力ながらお役に立てるように 

私自身も楽しみながら活動して 

いきたいと思っております。 

よろしくお願い致します。 
 

新任 高田西行政区 小河原 貴子 
 

この度、民生・児童委員になりました 

小河原です。まだ右も左もわからない 

状況ですが、社会奉仕の精神を 

もって務めて参りたいと思って 

いますので、よろしくお願い 

致します。 

 

新任 波多江行政区 古賀 由美 
 

地域のアンテナ役に 

なりたいと思います。 

よろしくお願いします。 

広報担当 池田南行政区 原田ツル子 

 広報をさせて頂くことになりました「原田」です。「福祉の窓」をお届するにあたり、

皆様に親しみやすく、明るい心の窓となりますよう広報一同、力を合わせて頑張って 

いきますので宜しくお願い致します。 

波多江校区社協 退任者  民生・児童委員  鈴木 文男（高田西） 

             福祉委員     上田 久子（高田西） 

             福祉委員     崎村 典子（波多江） ありがとうございました。 

 

合同研修会の様子 

理事勉強会の様子 
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