
 
 

 総会ご報告          
 
令和 2年 4月１８日（土）に予定しておりました令和元年度 深江校区社会福祉協議会 

定期総会は、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、評議委員の皆様の委任状提出による

議決となる異例の総会となりましたが、令和元年度事業・決算の報告と令和2年度事業計画・

予算案をご承認いただきました。 

深江校区の皆様には、新型コロナウィルス感染防止の有効な対策も確立されていない状

況ではありますが、手洗い・うがい、不要・不急の外出自粛等自衛策を講じられ、健康に過ご

されますようお祈り申し上げます。 

令和２年度も校区社協の事業活動へのご理解・ご支援よろしくお願い申し上げます。 

 

      本年度事業計画 

          ６月 高齢者お楽しみ会 
70歳以上ひとり暮らしの方 

年 4 回 高齢者見守り活動 
５月・7月・12月・2月   

7 月９日（木） 視察研修     

民生委員児童委員、福祉委員 

年 3 回 広報誌発行      
   5月・9月・1月 

                                                  10 月６日（火） グラウンドゴルフ大会   
65歳以上の方          

11 月１２日（木）ふれあいバスハイク 
   70歳以上ひとり暮らしの方 

2 月２１日（日） あったかコンサート 
コミュニティセンターと共催 

3 月 17日（水）卓球バレー大会 

     コミュニティセンターと共催 
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深 江 校 区 社 会 福 祉 協 議 会 だ よ り 

 



 

     会長挨拶 

深江校区社会福祉協議会 会長  中尾 英樹                

深江校区社会福祉協議会会長の中尾英樹です。 

書面決議による総会の成立というスタートとなりましたが、今年度も深江

校区社会福祉協議会は「高齢者・障がい者等への見守り活動や広報活

動等を通じ、地区住民の福祉に関するニーズを把握し、その問題解決に

取り組むと共に、他団体と連携しながら、校区住民の生活と福祉の向上

を図る」という規約目的に沿って活動してまいります。 

 今年度事業内容としましては、昨年度の事業に準じ実施の予定ですが、新型コロナウィルス

の感染拡大防止の為、事業の延期や場合によっては中止も考慮しなければならない事もあ

るかと思いますが、参加を楽しみにされておられる高齢者・障がい者の皆様を考慮して出来

る限り事業の実施をしてまいりたいと思います。 

 また、「地域ささえあい会議」の開催立ち上げと、昨年度中止となった高齢者講座の「卓球 

バレー」開催を予定しております。 

 校区住民の皆様のより一層のご支援・ご協力・ご参加をよろしくお願い申し上げます。 

 また新型コロナウィルスに感染しないよう体調管理に十分ご注意をお願いいたします。 

  
 
       令和 2年度役員及び評議委員紹介 

 

 本年度の役員、及び評議委員の紹介を致します。 

中尾会長の下、地域の皆様が安全、安心に日々すごせるよう少しでもお手伝いできればと思って 

おります。よろしくお願いいたします。 

 
    深江校区社会福祉協議会 令和２年度役員名簿 
                                                 

会長 中尾 英樹（行政区長会／深江東町） 広報委員長 由布 清秀（民生委員児童委員／道元）(新) 

副会長 泉 正昭（行政区長会／宮小路堂山） 幹事 筋田 利明（深江コミユニティセンター職員）(新) 

副会長 平田 良子（民生委員児童委員／白浜町）(新) 幹事 谷口 修一（福祉委員代表／湊町）(新) 

事務局長 中村 多嘉子（民生委員児童委員／淀川） 監事 石川 政一（有識者） 

会計 小山田 嘉代子 

（民生委員児童委員／本町・宮小路堂山）(新) 
監事 庄島 津代志（有識者） 

 



           評議員  
 

 

《 行政区 》    《 行政区長 》 《 民生委員児童委員 》 《 福祉委員 》 

松末 谷口 俊弘（新） 
古川 哲介 

古川 美憲（新） 

福永 庄嶋 武文（新） 井上 孝子（新） 

下松末 山﨑 吉輝 
栁瀬 敏子（新） 

山﨑 幸子 

片山 中平 晋一 川崎 清美 

湊町 一ノ瀬 康志 
中山 朝代（新） 

谷口 修一 

祇園町 松﨑 良明 森 さとみ 

深江新町 古川 淳一 
山田 順子（新） 

長野 恵子 

深江西町 櫻井 廣隆 木下 和代 

深江東町 中尾 英樹 

柴戸 ユイ子（新） 

江藤 秀暢 

塩屋町 谷口 福美 西原 弥生 

古家町 河上 芳信 和田 政子 

本町 満生 治幸 小山田 嘉代子（新） 長淵 富代 

元町 佐々木  安治 
安武 重美（新） 福田 敦子 

山田 稚枝（新） 古川 裕子 

南町 海田 達雄 高田 益子（新） 東山 惠子（新） 

道元 古藤 宏泰 由布 清秀（新） 高田 修（新） 

やよい野 佐藤 信雄 上角 佳子（新） 井上 光栄 

白浜町 三塩 賢治 平田 良子 安武 修二 

宮小路堂山 泉 正昭 小山田 嘉代子（新） 野口 邦子 

淀川 村上 芳廣 中村 多嘉子 渡辺 栄子（新） 

主任児童委員（二丈中学校区担当） 田中 由美子 

深江校区振興協議会  鍋山 伊三孝 海田 達雄 

深江シニアクラブ 代表 永翁 政廣 平田 良子 

深江コミュニティセンター長 中園 道也  



 ●●●お香典返しをご寄付いただきました●●● 
 
 校区のために温かなお心遣い、ありがとうございます。 皆さまからの善意のご寄付は、深

江校区社会福祉事業の資金として 大切に活用させていただきます。 
 

（寄付者名） （故人名） （行政区） 

岩本 翠 様 岩本 守夫 様  元町南三組 

井上 智 様 井上 瑞男 様  福永 

古藤 洋一郎 様 稲岡 昭三 様  宮小路 

空閑 俊理 様 空閑 俊明 様  宮小路 

谷口 一成 様 谷口 キヨコ 様     祇園町 

猪俣 勝實 様     猪俣 やすよ 様    湊町 

古川 ヒデ子 様    古川 忠義 様     本町    

（令和２年１月２２日〜令和 2年 3月１８日受付） 

  謹んでお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度事業報告  
●深江あったかコンサート 2019                           

 令和 2年２月 16日（土） 深江公民館・大研修室にて 

 公民館との共催事業のあったかコンサート、初めてのストリートダンスの 

パフォーマンスに始まり、楽しい時間があっという間に過ぎました。 

アンケートで頂いたご意見を参考に、次回もまた楽しいコンサートに!!  

ご期待下さい。 

●地域の福祉力を高める住民講座         

●高齢者講座               

予定をしていた２つの行事は残念ながら中止をいたしました。 

高齢者講座で予定していた卓球バレーは次年度実施を予定しています。 

 

●高齢者見守り活動   令和 2年２月（65歳以上独居の方） 

お雛祭りを前に、民生委員児童委員がひとり暮らし高齢者のお宅を訪問しました。 

お見舞い品は、「雛クッキー」❣️ 笑顔をお届け出来ました。  

●編集後記●  

今回より、「ほっとタイム深江」の編集を担当致します。よろしくお願いいたします。 

突然訪れた新型コロナウイルス禍、まだまだ先の見えない戦いが続くのでしょうか？今年度の事業計画も計画ど

おり実施できるか心配です。皆様も体調に十分ご注意下さい。年３回お届けする予定の「ほっとタイム深江」どうぞ

よろしくお願いいたします。（ｋｉｙｏ） 

 

深江校区社会福祉協議会へのご寄付は、糸島市交流プラザ二丈館３Ｆの 

深江コミュニティセンター窓口にて受け付けております。 


