
深 江 校 区 社 会 福 祉 協 議 会    

総会ご報告

令和３年４月１７日（土）に令和３年度 深江校区社会福祉協議会定期総会が、新型

コロナウィルス感染拡大防止のため、昨年度と同様に評議委員の皆様の書面議決によ

る総会の形式で開催され、令和２年度事業・決算の報告と、令和３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、いっこうに打開策の見つからない新型コロナウィルス感染防

止に対し、地道な自衛策（手洗い・うがい、不要・不急の外出自粛等）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３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

８月 視察研修
民生委員児童委員、福祉委員

年４回 高齢者見守り活動
５月・７月・１２月・２月

１０月７日（木）グラウンドゴルフ大会
６５歳以上の方

年３回 広報誌発行
５月・９月・１月

１１月 バスハイク又はお楽しみ会
７０歳以上独居の方

１２月 地域ささえあい会議

２月２０日（日）あったかコンサート
こもれび館深江と共催

３月１６日（水）卓球バレー大会
こもれび館深江と共催

予定は、コロナ感染状況で変更になる可能性があります、ご了承お願い致します。
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会長挨拶

深江校区社会福祉協議会 会長 泉 正昭

深江校区にお住まいの皆様、その後お元気でお過ごしでし

ょうか。

昨年度はコロナの関係でまるまる一年間、主要行事が中止

になってしまいました。

しかし、時の流れは待ってくれません。

４月１７日 土 、こもれび館深江において、今年度の校区社会福祉協議会の定期総会が

開催され、全議案に対する承認を頂いた結果、実質的に今年度の運営をスタートさせま

した。

当校区社会福祉協議会は平成２５年に設立され、今年５月で満８年になります。

今では地域の皆様方にその存在を十分認知いただいていると思っておりますが、民生

委員児童委員と福祉委員の違いについての質問を受けることもあり、もっともっとご理

解をいただく努力をしなければとも思っております。

今年度事業は、もちろんコロナ感染拡大の推移をみながらではありますが、安易に中

止するのではなく、全役員が知恵を絞って実施の方向で進めてまいります。

どうか皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和３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。

地域の皆様が安全、安心に日々すごせるよう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３年度役員名簿

会長 泉 正昭（行政区長会／宮小路堂山） 広報委員長 由布 清秀（民生委員児童委員／道元)

副会長 山田 正己（行政区長会／深江東町） 幹事 筋田 利明（こもれび館深江職員）

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

事務局長 中村 多嘉子（民生委員児童委員／淀川） 監事 一ノ瀬 康志（有識者）(新)

会計 小山田 嘉代子

（民生委員児童委員／本町・宮小路堂山）
監事 満生 治幸（有識者）(新)

総会で挨拶する泉会長



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
古川 哲介

古川 美憲

福永 庄嶋 武文 井上 孝子

下松末 栁瀨 正夫（新）
栁瀨 敏子

山﨑 信子（新）

片山 加茂 常雄（新） 庄島 賀都子（新）

湊町 田中 一（新）
中山 朝代

谷口 修一

祇園町 堀田 和美（新） 谷口 治子（新）

深江新町 榎本 進（新）
山田 順子

吉田 新治（新）

深江西町 櫻井 廣隆 木下 和代

深江東町 山田 正己

柴戸 ユイ子

江藤 秀暢

塩屋町 石田 佳久（新） 西原 弥生

古家町 河上 芳信 和田 政子

本町 篠原 利孝（新） 小山田 嘉代子 谷口 ミネ子（新）

元町 濵地 広喜（新）
安武 重美 山﨑 佳子（新）

山田 稚枝 古川 裕子

南町 海田 達雄 髙田 益子 東山 惠子

道元 古藤 宏泰 由布 清秀 高田 修

やよい野 吉村 啓二（新） 上角 佳子 島 治美（新）

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 野口 邦子

淀川・希望ヶ丘 古家 誠（新） 中村 多嘉子 渡辺 栄子

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

こもれび館深江館長 中園 道也



●編集後記●

ワクチン接種が各地で始まりました。コロナ撃退の頼みの綱…早く浸透してほしいものです。予定

していた行事も、計画通り実施出来ず新年度を迎える事になり残念な思いでいっぱいです。コロナ過

の日常生活に支障をきたすような問題があれば、是非担当行政区の民生児童委員や福祉委員へ御相談

下さい。糸島市の担当部署や関係機関と連絡を取りながら対応致します。（kiyo）

令和２年度事業報告
 高齢者見守り活動 令和３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、「志摩学園」に作成をお願いした「雛クッキー」。

笑顔と元気をお届けできました。

●あったかコンサート

●高齢者講座

こもれび館深江との共催で予定をしていた２つの行事は新型コロナウィルス感染防止対策の為、

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。

   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）

谷口 トキワ様 谷口 守 様 白浜町

田中 惠子 様 田中 道人 様 湊町

谷口 克輝 様 谷口 キヨ子様 祇園町

古川 玲子 様 古川 文紀 様 元町

松浦 順子 様 松浦 淳 様 白浜町

津田 弘毅 様 津田 宇多子様 西町

（令和２年１２月１７日〜令和３年４月６日受付分まで掲載）

謹んでお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

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

こもれび館深江窓口にて受け付けております。


