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　本年度の筑西市社会福祉協議会協和支部に対しましては、ご理解ご協力を賜りまして感謝
を申し上げます。
　令和2年の1月に新型コロナウイルス感染症が発生し、急速に感染が拡大して行きました。
全国に緊急事態宣言が発出され、感染防止のため学校は休校、会社や事業所等も時短などの
措置をとるなど、誰もが想像もしていなかった事態となりました。不安や恐怖、そして生活
も制限をしなくてはならない事になってしまいました。
　協和支部の令和2年度の総会は、書面での総会に切り替え事業や予算の承認を頂きました。
新型コロナウイルス感染症の治療が確立されない状態で「敬老のつどい」をはじめ、4つの
専門部会の事業も感染予防と健康を考え中止とさせて頂きました。

　前年度までの事業を振り返ってみますと、多くの皆様の参加を頂き人と人のふれ合いや地域のつながりを通して、
皆様に喜んでいただける事業を進めることができました。夜明けのない夜はなく新型コロナウイルス感染症を必ず
乗り越えなければなりません。また、その時には協和支部の事業を進めたいと思いますので、地域の皆様や各関係
機関、福祉推進員皆様方の御指導御協力を宜しくお願いいたします。

　令和 2年 5月から支所長になりました飯塚と申します。どうぞ宜しくお願い致します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、計画していた行事がほとんど中止になっ
てしまいました。特に協和支部の一番大きなイベントである「敬老のつどい」が開催できな
かったことが心残りでした。参加を心待ちにしていた地域の皆様も寂しく感じたのではない
でしょうか。
　令和 3年度におきましては、地域の皆様に 2年分の恩返しができ
るよう盛り上げていきたいと思いますので、皆様のご参加ご協力を
よろしくお願いいたします。
　1日も早く新型コロナウイルス感染症が収束し、明るい日常が戻る
ことを願っています。

支部長あいさつ　潮田 定重

新支所長挨拶（協和ふれあいセンター勤務）　飯塚 理絵

～社会福祉協議会協和支部～　～社会福祉協議会協和支部～　お礼とご報告お礼とご報告
　毎年 10 月 1日から一斉に展開される「赤い羽根共同募金」と、企業や個人の皆様によ
る「大口募金」の一部は、支部社協の活動資金として大切に活用させていただいております。
今年度も、温かい善意が寄せられましたことを、ここにご報告とお礼を申し上げます。

支部活動資金：市社会福祉協議会より
★赤い羽根共同募金（協和地区実績額の 50％）� 849,000 円
★大口募金（協和地区実績額の 20％）� 87,000 円
　　　　　　　　　　　　助成金合計� 936,000 円
★高齢者クラブ協和支部　工芸部（しめ縄作り）� 様　・・・・・� 20,000 円
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児童福祉部の活動児童福祉部の活動
児童福祉部長　 
 橋本　勲子ども達と楽しく遊び学ぶ

　今年度は、協和公民館及び健康推進課から協力依頼がありました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対
策を十分に取りながら、竹とんぼ作りに参加させて頂きました。大人も子供も目を輝かせて楽しんでいました。竹
とんぼを通して、地域の子ども達・保護者の方々と一緒に楽しく過ごしました。

◆夏休みファミリー教室（協和公民館主催）◆夏休みファミリー教室（協和公民館主催） ◆のびのび健康まつり（健康増進課主催）◆のびのび健康まつり（健康増進課主催）

令和 2年度　社会福祉協議会協和支部事業活動報告令和 2年度　社会福祉協議会協和支部事業活動報告
期　日 事　　業　　内　　容 備　　考

4 月 16日 執行部会議：令和 2年度協和支部「総会」について（書面決議とする） 執行部役員

4月 24日 令和 2年度支部「総会」資料を書面決議の為、各推進員に送付 支部推進員

5月 20日 執行部会議：令和 2年度協和支部「総会」書面決議結果について 執行部役員

6月 9日
執行部会議：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止について

専門部会長会議：令和 2年度における専門部会の事業について

執行部役員

専門部会長

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為中止�

令和元年度「敬老のつどい」会場風景令和元年度「敬老のつどい」会場風景

　・第 12回「敬老のつどい」

　・「輪投げのつどい」

　・高齢者クラブ主催芸能大会協力

　・移動研修会

　・里の子まつり協力（古里小学校）

　・朝のあいさつ運動（小栗・新治・古里小学校）

　・「福祉体験協力」車椅子・アイマスク体験

　・障害者福祉部「研修会」（施設訪問）

　・協和ふれあいサークル虹の会サロン開催支援

支部推進員

高齢者福祉部

高齢者福祉部（女性）

支部推進員

児童福祉部

児童福祉部

障害者福祉部

障害者福祉部

事務局

8月 1日 夏休みファミリー教室協力（協和公民館主催） 児童福祉部

10月 31日 のびのび健康まつり協力（健康増進課主催・協和の杜公園） 児童福祉部

11月 2日 執行部会議：「敬老のつどい」に替わる事業について（借用備品の購入） 執行部役員

11月 26日 執行部会議：「敬老のつどい」に使用する購入備品の検討 執行部役員

1月 15日 執行部会議：「敬老のつどい」に使用する購入備品の見積検討 執行部役員

3月 8日
役員会議：「敬老のつどい」に使用する購入備品の最終決定

広報紙「きょうわだより」第 13号発行会議

執行部役員・理事

広報・調査部

3月 23日 広報紙「きょうわだより」第 13号最終校正会議 広報・調査部

3月 26日 広報紙「きょうわだより」第 13号発行 広報・調査部
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部会名 部長 ･副部長氏名 委　　員　　氏　　名

広報・調査部

（14名）

部長 舘野　隆信 潮田　定重　�飯村とし子　�枝　　好則　�中丸千代子　�増渕　俊夫　�兼村　清雄

副部長
岩渕　伊市 深谷　　毅　�角田　光雄　�亀田　正憲　�水越　好文　�鈴木　重衛

高島　義行

児童福祉部

（19名）

部長 橋本　　勲 国府田秀夫　�塚田　典夫　�大久保光子　�前田　孝子　�田中　照子　�廣瀬　仁司

副部長
舘野　恒男 大木　良子　�川澄小夜子　�中島　順子　�岩本まり子　�落合　洋子　�中川　貴子

岩渕　和子 内田　光江　�小島とし子　�小林　照江　�荒山　孝子

障害者福祉部

（19名）

部長 松原　謙一 大久保芳雄　�篠田紀代一　�袖山　桂子　�吉田　節子　�石島　正典　�市村　克美

副部長
田崎　秀實 緒方ハナ子　�飯村　佳子　�小島　　要　�岩島　芳子　�鈴木てる子　�植木　和枝

藤田　光子 栁田　　功　�大久保幸一　�中野栄美子　�川澄　典子

高齢者福祉部

（31名）

部長 横田　　健 杉山　京子　�金澤　良司　�飯島　禮子　�廣瀬　民子　�浦井　和子　�関　　豊子

副部長
下条　力男 中原ちづ子　�枝　　章子　�増渕　静江　�大畑　恵子　�飯島　房江　�大倉　洋子

小島　とし 塚田　幹男　�菊池まき子　�清水志津江　�安達　正包　�大木　時子　�野辺　悦子

岩渕　啓次　�藤田　律子　�大谷トモ子　�奥澤登喜雄　�海老原千恵子　�戸頃　芳恵

兼村佳津江　�高坂　幸子　�市村千恵子　�谷島しず江

協和支部組織図

支 部 長（１名）

理　事（12 名）

副支部長（３名）

会　計（２名） 監　事（２名）

福 祉 推 進 員
（８３名）

会　　員
協和地区の居住者、

本会の目的に賛同する
個人・団体・法人

広報・調査部（14 名）
児 童 福 祉 部（19 名）
障害者福祉部（19 名）
高齢者福祉部（31 名）

「はんどちゃん」
“愛の手”“心の手”
ひとりひとりの参加から
福祉コミュニティづくり
県民運動キャラクター

役職名 氏　　　　　　　　　　　　名
支 部 長 潮田　定重
副 支 部 長 大久保芳雄　　増渕　俊夫　　田中　照子

理 事
松原　謙一　　岩渕　伊市　　中丸千代子　　藤田　光子　　清水志津江　　横田　　健
橋本　　勲　　舘野　恒男　　兼村　清雄　　廣瀬　民子　　鈴木てる子　　枝　　好則

会 計 小島　とし　　杉山　京子
監 事 国府田秀夫　　舘野　隆信

協和支部　専門部会名簿（福祉推進員・83名）

協和支部　役員名簿

　今年は、コロナ禍のなかで主な事業がすべて
中止となり、ご報告できる内容が少なく大変残念でした。
来年度は、コロナが収束に向かい事業が再開出来る事を
願って居ります。支部としても再開に向け努力して参りま
すので、引き続きご支援ご協力を宜しくお願い致します。

広報・調査部長　舘野 隆信編集
後記

広報・調査部
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小栗子どもを守る会小栗子どもを守る会

協和ふれあいサークル「虹の会」協和ふれあいサークル「虹の会」

協和ふれあい訪問「やまびこ」協和ふれあい訪問「やまびこ」

ふれあい食事サービス協和ふれあい食事サービス協和

ボランティアさん大募集 !!ボランティアさん大募集 !! みんなの力でみんなの力で
� 協和を元気にしましょう！� 協和を元気にしましょう！

　現在活動している会員は 32名です。「可愛い
子供たちの安全を守りたい」との思いで活動して
います。交差点での見守りだけではなく、下校す
る低学年の児童を、家まで安全に送り届けるとい
う形をとっています。蓬田地区の狭く危険な場所
や、宮本地区の坂道など、子供達と一緒に歩いて
います。
　守る会は、子供達を危険から守る活動ではあり

ますが、私達会員にとっても、良い運動になり、
健康維持にもなっていると思います。そして、日々
成長して大きくなっていく子供達から、元気をも
らっています。
　交通事故の未然防止と防犯のために、目立つ色
のジャンパーを着て活動しています。守る会の活
動に興味のある方は、是非参加してください。

　ふれあいサークル「虹の会」では、いきいきサ
ロン・施設訪問・特別支援学校交流会・使用済み
切手の収集などのボランティア活動をしていま
す。そして、皆様方のお楽しみ「敬老のつどい」
などのイベントにも協力しています。
　今年度は、新型コロナウイルスの影響で、事業
中止が多く、会員の元気確認を含めた自己研鑽と

して、全体会で折り紙教室を開催し、新しい折り
紙を楽しみました。現在は女性22名で構成され、
和気あいあいと楽しく元気に活動をしています。
　レクリエーションやイベントの企画が好きな
方、人とのふれあいが好きな方・・・一緒に活動
してみませんか？　皆様のご参加を心よりお待ち
いたしております。

　最近、ひとり暮らし高齢者の安心安全な生活を
脅かす、犯罪目的の電話等の事件が増えておりま
す。そこで、やまびこでは「見守り」活動や、敬
老の日と年始のお年玉の年2回「プレゼント配布」
を行っております。地域の高齢者の皆様には大変
感謝されており、心温まるやりがいのある活動で
す。
　また、人と会うことで、新たな自分に出逢える

こともあります。人と人との触れ合いや、一人一
人に寄り添った活動に関心をお持ちの方は、ぜひ
ご協力をお願いします。現在 22名の会員で活動
しています。
　「地域」のひとり暮らし高齢者の「見守り」活動へ
のたくさんの方のご参加をお待ちしております。
　また、訪問を希望する、ひとり暮らしの方も、
お気軽にご相談ください。

　ひとり暮らし高齢者の方に、毎月第二木曜日の
昼食時間に合わせてお弁当を作り、お届けしてい
るボランティアです。利用者の方が楽しみに待っ
ていてくださるので、私たちもやりがいがありま
す。会員は現在 34名で活動しています。令和 2
年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
お弁当作りが中止になり、とても残念でした。ま

た、菫授園・恒幸園・陣屋など、福祉施設のイベ
ント協力ボランティアでも活動しています。
　興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜ
ひご協力をお待ちしております。配達のお手伝い
だけでもOK。男性も歓迎いたします。また、お
弁当を届けてもらいたい、ひとり暮らし高齢者の
方も、お気軽にご相談ください。

　『地域のために何かしたい！』とお考えの方を
募集しています！イベントの企画が好き・絵を描
くことや工作が得意・○○教室を開催したい・夏
休みにボランティア活動がしたい！ボランティア
サークルを作りたい！新しい友達が欲しい！お年
寄りを元気にしたい！パソコンできます！・・・・

など、老若男女問わず歓迎いたします。もちろん
活動の際は、ボランティア活動保険に加入します
ので、安心です。たくさんの方の問い合わせを、
お待ちしています (^o^) ／

小さなお手伝いから始めてみよう！

問合せ先：筑西市社会福祉協議会協和支所（協和ふれあいセンター内）�５７-３８８８（担当：飯塚）

協和地区ボランティア団体のご紹介＆ボランティアさん募集協和地区ボランティア団体のご紹介＆ボランティアさん募集
事故や事件等の事故や事件等の

危険から子供たちを危険から子供たちを
守りたい！守りたい！

人と人とのふれあいで人と人とのふれあいで
地域を元気にする地域を元気にする

ボランティアボランティア

ひとり暮らし高齢者のひとり暮らし高齢者の
「見守り」ボランティア「見守り」ボランティア

会員募集！会員募集！

ひとり暮らし高齢者にひとり暮らし高齢者に
手作り弁当を手作り弁当を

届けたい！届けたい！

会長　深谷　毅

会長　菊池 まき子

会長　荒山 孝子

会長　広瀬 民子


