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波多江校区社会福祉協議会 
事 務 局／波多江校区公民館内 
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第７5 号 

「令和元年度 波多江校区社会福祉協議会」   

                        会長 福島 春夫 

 みなさん今日は、お元気にしておられますか！！ 

今年も波多江校区社会福祉協議会は民生児童委員・福祉委員・ 

行政区区長・役員・公民館の皆さんのご協力のお蔭で 

“毎日を明るく元気に楽しく”を目標に「ふれあい」「ママと 

いたずらキッズ」「広報」の３部会を中心に福祉の向上、また 

住みよい町づくりに向け建設的な意見など取り入れ高齢者や一人 

暮らしのみなさん「ママといたずらキッズ」のお父さんお母さん子どもさんを 

陰で支え、円滑に今日に至ったこと、大変嬉しく思います。     

本年度は、２回目の認知症『捜索』『声かけ』訓練を皆様のご協力のお蔭で無事に終える事が出

来感謝申し上げます。また、ママといたずらキッズのバスハイクにおいては、４年ぶりの開催とな

り参加者全員おお喜びでした。 良かった⤴ 良かった⤴        

次年度も継続して“理解と関心を深めて頂く”為に訓練を開催する予定ですので皆様方におか

れましては温かいご支援ご協力の程よろしくお願い致します。    

  

４月13日(土) 校区社協総会 

４月25日(木) 合同研修会 

５月８日(水） ママといたずらキッズ開講式 

６月５日(水) ママといたずらキッズ出前講座 

６月26日(水) ふれあい会 

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（動物園） 

 

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  
糸島市指定ごみ袋配布 

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８日(水) 波多江校区地域ささえあい会議① 

１月22日(水) ママといたずらキッズ ミニ運動会 

２月４日(火) 波多江校区地域ささえあい会議② 

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 

その他、毎月第 1火曜日に 

定例役員会を開催しております。 
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ママキッズ ミニ運動会 

  板持行政区  久保田 純子 

 一歳の時から楽しく参加させてもらい、今年で

三年目になります。 

今回のミニ運動会のかけっこでは、名前を呼ば

れても一人で前に行けなかった昨年とは違い、一

人で前に行けるようになり娘の成長を感じるこ

とができました。 

スタッフの方々には、毎回 

お世話になり感謝しています。 

いつもありがとうございます。 

 

  

ミニ運動会 
 

閉 講 式  

ママといたずらキッズに参加して 

   高田東行政区  田中 聡美 

今回ママといたずらキッズに参加した動機は一つ

年上のお子さんを持つママからのお誘いでした。同じ

校区の子ども達と触れ合い、親同士の交流ができる場

所があるのは、子育てする上で安心感が高まり、とて

もありがたかったです。スタッフの方々からも積極的

に声を掛けて下さって嬉しかったです。 

バスハイクに参加できなくて 

残念でしたが、機会があればまた 

参加したいです。ありがとうございました。 

参加しませんか？ 

「ママといたずらキッズ」 

会員募集について 

 

0 歳～未就園児のお子さんとその保護者の方を対象に行う「ママと

いたずらキッズ」の会員を令和２年度も募集いたします。募集開始

は、４月１日～です。 

詳しくは、４月１日に発行する会員募集のチラシをご覧ください。 

ご参加おまちしております。 

 

★ママといたずらキッズ★ 

みんな 

がんばれ～ 

１月 22日、糸島市健康づくり課、保健師さんによるストレッチ、親子体操、感染症予

防のお話しの後、ミニ運動会が開催されました。競技は『ハイハイ競争』と『風船をプー

ルに入れるゲーム』。ハイハイ競争では、ゴールでママに受け止めてもらうのが嬉しく

て何度も走るキッズたち。風船ゲームでは最後は風船プールの中に入って大はしゃぎ 

たくさん体を動かして、楽しい♪一日となりました。 

みんな 

がんばれ～！！ 

ミニ運動会の様子 

閉講式の様子 

2月 19日、閉講式では皆勤者５名の表彰式をしました。つみき文庫による、エプ

ロンシアターや大型絵本、手遊びは大人気。ママキッズのスキンシップ体操の後

はみんなでぜんざいを食べました。保護者の方々の交流も深まり楽しい一年の 

締めくくりとなりました。一年間ありがとうございました！！ 
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「ふれあい事業」 餅配布について 

令和元年 12月 26日、一人暮らしの高齢者

の方 366人に配布しました。 

年末の餅配布は、毎年皆さまがとても楽しみ

に待っていらっしゃいます。 

餅が上質だと褒められることも！ 

来年もいい年になることを願い 

ながら配布させていただきました。 
  

 
ふれあい弁当感想文 

波多江駅南行政区 今林 幸子 

 清々しく迎える令和の二年目ですね。 

オリンピックで賑やかな一年になると思い 

ますが災害のない一年であってほしいと 

願っています。 

暖かいお心をいただきおべんとうが大変 

おいしくうれしくいただきました。 

ありがとうございました。 

歳相応にボチボチ頑張ります。   

“生かされていることに感謝し嬉しき春を待つ” 

 

香典返し 
  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 故人名 行政区 

石丸美代子様 石丸 継男様 池田南 

     様      様  

 

    令和２年２月２９日までに 

     ご寄付いただいた分を掲載して

おります。 

 

 

◆ 香典返しについて 

波多江校区社会福祉協議会にご寄付してい

ただいた香典返しは、地元波多江校区の福祉

事業に活用しております。 

各行政区への敬老会の補助、親子参加行事へ

の支援など、大変喜ばれております。 

今後とも、波多江校区社会福祉協議会に 

ご寄付していただければ幸いです。 

 

● 香典返しの相談受付窓口 

波多江校区社会福祉協議会 

【 糸島市池田 216-1 波多江公民館内 

 ℡（092）322-1614 】 

 

波多江校区 ふれあい事業 

「ふれあい事業」 

    糸島市指定ごみ袋配布について 

ふれあい事業では一人暮らしの高齢者の方に、年

に２回お弁当を配布していますが、多くの皆さまに

お届けできるものをと考えて、１回目は糸島市指定

ごみ袋を配布しました。１１月６日、一人暮らしの

高齢者の方３６６人に、ごみ袋をお渡しすると 

「うれしい」とのお声が多数よせられました。 

今回は試験的に行いましたが、好評でしたので 

次年度も配布したいと考えています。 

  

 

地域ささえあい会議 

１月８日と２月４日に令和２年度からの「地域さ

さえあい会議」の準備として２回ほど会議を行い

ました。 

https://2.bp.blogspot.com/-dyEim_sFoKs/UZNyJyOe1tI/AAAAAAAASh4/tBtgULwYgac/s800/syougatsu2_mochi.png


退任者、新任者あいさつ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい担当 一年を振り返って 

   ふれあい担当  山内 タカ子 

 ふれあい会では一人暮らしの方々に、年一度皆様で食事を

しながら楽しいひとときを過ごして頂き、また、お弁当、お

茶、ごみ袋、お餅等を配布させて頂きました。 

 会員の皆様から嬉しいお声をかけて頂き担当者一同、感謝

しております。 

一年間、ご協力頂きありがとうございました。 

 
ママといたずらキッズを担当して  

   ママといたずらキッズ担当 谷口 のり江 

 年間７回の行事を行っています。 

その中で３回が屋外での行事、スタッフ全員で遊び道具を

作り、芋畑では、水かけと草とり。動物園行は中止が続い

たので、４年ぶりにお天気に恵まれて良かったです。 

参加者の皆さん楽しまれたと思います。これからも毎回の

行事に精一杯頑張りたいと思います。 

 

 
広報の編集に携わって 

        広報担当 氷見 ミヅキ 

文章作成にあたり、今まで気にもせず書いていた事、句読

点、ひとマス空ける、一段下げるなど、記号の使い方によっ

て文章が重くもなり軽くにもなると言うことを感じさせられ

ました。 

 広報部の編集会では、たくさん学ぶ事が出来ました。あり

がとうございました。 

 

社協スタッフより 令和元年度を終えて                  

<新 任> 高田東行政区 田中和子  

 この度、高田東行政区の民生児童委員を拝命す

る事となりました田中和子と申します。 

何もわからず不安だらけのスタートで、ご迷惑

をおかけする事も多いと思いま 

すが、皆様に助けて頂きながら 

頑張っていきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

 

<新 任>  波多江行政区 井上 千江 

この度、波多江行政区の民生児童委員を拝命

することになりました井上千江と申します。 

 微力ではありますが、自分 

なりにできる範囲で、少しでも 

地域のお役に立てればと思って 

います。 

よろしくお願い致します。 

 

    

 

。    

    

＜退 任＞ 高田東行政区 今任 利一 、波多江行政区 斎藤 正宏  お疲れ様でした。 

昨年１２月より東中学校区の主任児童委員が新しく変わられました。 

新主任児童委員、浦 美紀 氏です、よろしくお願いします。旧主任児童委員、戸高 眞澄 氏お疲れ様でした。 


