
社協だより「きずな」 
 

発行：福智町社会福祉協議会  

平成22年８月号 Ｎｏ．43 

愛の贈り物「ありがとうございました」  
                                     順不同敬称略         【平成２２年６月１６日～平成２２年７月１５日】 

 ◆香典返し     

 －寄附者―   ―故人―    ―住所― 

 村端重己   村端登喜子   金田人見 

 日髙 新   日髙ミサヲ   市場草場 

 池田ノリ子  池田翰雄    赤池町営団地 

 上村幸子   仲島正藏    赤池貴船 

 市岡敏生   市岡テル子   金田本町  

 辰島一臣   辰島 一    金田上金田 

 杉原武郎   杉原羊子    赤池岩屋団地 

 佐藤加代子  佐藤ハル子   赤池旭ヶ丘 

 髙下タマエ  髙下 保    伊方丸山 

 田中敏明   田中静男    神崎南木 

 渡邊信正   渡邊チヨ子   上野大久保 

 原 正義   原 八重子   赤池松本 

 立花清美   立花榮子    伊方中原 

 金山文雄   金山玄性    金田本町 

 杉原定光   杉原政惠    金田平原 

 白石岩男   白石悦美    伊方中古門 

 中村ハナエ  中村惟之    市場 

             以上１７件 ４１４,４００円 

  謹んで故人のご冥福をお祈りいたしますとともに、 

 ご遺族のご芳志に深く感謝申し上げます。 

 福智町社会福祉協議会では、地域の皆様のご理解とご協力により、子育てサロン日本語教室、ボ

ランティア事業、サマースクール「かえるの学校」、社協情報ふれあいの発行、きずなだよりの発

行などの事業をおこなっています。平成22年度事業では、新たに災害ボランティア支援事業、障

がい児夏期休暇サポート事業などを行います。賛助会員とはそのような事業を支援し、地域福祉を

推進する一員になっていただく方々のことです。どうぞご賛同いただきますようよろしくお願いい

たします。 

   

※ご加入にあたり、ご一報いただければ職員がお伺いさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。       

                      福智町社会福祉協議会 総務課 22-6631 

◆ふれあい基金 
福祉バス内募金箱   

                                 ３６,２９１円   

コスモス電気治療室募金箱   

                   １,２２１円  

◆物品寄附    
匿  名     古切手  

◆賛助会費  
田川信用金庫金田支店  １０口 

ビューテック（株）   ２０口 

平成筑豊鉄道（株）    １口 

九州緑化サービス（有）  ３口   

ゆうざき         ２口   

加藤高弘        １５口 

稲冨プロパン（有）   １０口    

原造園土木（株）    １０口  

以上 ８件 ７１口 ７１,０００円    

平成２２年度賛助会員のご加入について 

 １口 １，０００円 



－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

石谷ユリ子  石谷庄太郎  伊方前村 

渡辺明子   渡辺ツキコ  伊方東区団地 

辰島田鶴子  辰島イツ子  金田上金田 

鈴本 半   谷村武士   金田3区 

藤村陽嗣男  藤村美恵   上野堀田 

関岡智子   大石文夫   伊方広谷 

紫村ツル子  紫村重光   神崎福吉団地 

花井大輔   花井マツ子  伊方丸山 

辰島美代子  辰島大吉   金田上金田 

植髙勝正   植髙民枝   金田平原 

尾崎清美   尾崎千代子  神崎南組 

本藤弘明   本藤岩夫   弁城宝珠 

藤井ハルヨ  藤井 明   赤池岩屋組 

貞国勝江   貞国亀生   金田人見ヶ丘 

西村則雄   西村ユキコ  金田宝見 

鶴  肇   鶴 フミヱ  赤池伏原 

酒井桂子   酒井 剛   赤池桜ＮＴ 

辰島勝雄   辰島愛児   金田平原 

楠山能冨子  楠山亮介   上野上小路 

森かすみ   森 一雄   伊方湧渕団地 

藤田 誠   藤田フミ子  赤池猿畑 

田口 武   田口 敏   赤池徳人原 

若林二三子  若林秋吉   神崎2 

前田廣美   前田カヅエ  赤池北町 

杉 令子   杉 茂    金田本町1 

大島輝子   大島 弘   神崎福丸 

川上明子   川上勝正   伊方犬星 

亀田久仁子  内山コヅヱ  金田上金田 

松田紀生   松田秀子   伊方東区 

村田恒子   村田寿美義  伊方新門下 

中村卓智   中村末子   弁城春田 

白川勝廣   白川タニヱ  市場787-1               

白石志摩子  白石和博   弁城二川田 

十時勝正   永野キクヱ  上野薬王寺 

沖 スヱ子  沖 一    市場774-2 

田口伸雄   田口ひろ子  伊方鶴ヶ丘 

大井文吉   大井髙夫   金田人見境町 

 

 

        順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

原 正義   原 直美   赤池松本 

田中陽子     田中三千隆   赤池緑ヶ丘ＮＴ 

田村フジエ  田村利夫   神崎福丸 

赤金国広   赤金コイセ  伊方野添 

谷口澄隆   谷口ミツミ  伊方広谷 

三渕久志   三渕元江   赤池本町 

浦田サザミ  浦田秀樹   上野大谷 

清水英男   清水フジエ  伊方古門団地 

本川重晴   本川カホル  赤池本町 

前嶋卓幸   前嶋マサオ  市場猿田 

永末冨子   永末英信   弁城上弁城 

黒崎重野   黒崎 正   赤池車道 

福島 正   福島正子   神崎人見坂 

手銭昭典   手銭禮子   上野板取 

原 和久   原美恵子   金田天神町 

矢島セツ子  矢島 進   上野上小路  

尾﨑千明   尾﨑芳夫   金田敷島 

鈴木シヅ子  鈴木信俊   伊方鶴ヶ丘 

桑野原表   桑野キミエ  金田東金田 

立花清数   立花たきえ  市場8の2 

手嶋テルヱ  手嶋秋信   伊方八幡町 

熊谷政義   熊谷節江   赤池下町 

立花あけみ  松田トミエ  市場8の2 

朝部一生   朝部フサヱ  伊方中原 

中山スミ子  中山義光   伊方松原 

香月信之   佐々木霞   神崎飯土井 

田島美代子  田島康信   弁城岩屋 

空閑美憲   空閑米子   金田黒尾 

福丸勝則   福丸ミチエ  弁城松原 

梅本武義   梅本秀文   伊方塚口 

太田 勝   太田松江   赤池伏原 

長野義隆   長野ミツコ  市場８の４ 

遠矢ツヤ子  遠矢秋夫   赤池西町     

今仁義尚   今仁アキ子  伊方大正町 

渡邊一枝   栗原アキコ  伊方後谷 

桑野新作   桑野ヤス子  市場石松 

 

 

  昨年の平成昨年の平成2211年年77月月11日～今年の平成日～今年の平成2222年年66月月3300日までに亡くなら日までに亡くなら

れた方で、香典返しのご寄附をいただいた方々です。れた方で、香典返しのご寄附をいただいた方々です。  
  御礼申し上げますと共に謹んでご冥福をお祈りいたします。御礼申し上げますと共に謹んでご冥福をお祈りいたします。            



－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

髙下真奈美  髙下 力   赤池県営伏原 

白石英明   国原マサ子  赤池高尾 

田島祐一郎  田島正行   弁城岩屋   

長原禧子   長原光男   金田宝見 

吉田 登   吉田ミサコ  弁城宝珠 

仲村冷子   仲村九洲男  伊方野添 

伊藤酒子   伊藤和博   赤池ＮＴ 

安永重人   安永トミヱ  伊方職員区 

渡 雄一   渡 茂雄   金田高見町 

鳥羽久子   鳥羽一男   赤池伏原  

鈴木ヨシヱ  鈴木忠雄   伊方萩ヶ原 

田村君子   田村 守   神崎福丸 

福田千榮子  福田初子   金田西金田 

藤村法子   木村ハナ子  市場８の２ 

渡邉大作   渡邉光子   神崎２ 

永冨ヤヱ子  永冨幸輝   神崎１ 

長谷川スミコ 長谷川九州男 赤池ひまわり団地 

國廣敏郎   國廣キヨ子  上野大久保 

中村和義   中村清香   赤池東組 

木月繁美   木月武彦   赤池北町 

井浦眞弓   鳥井 功   金田宝見 

清原春政   清原信子   赤池南町 

山末道紀   山末アサエ  赤池岩屋組 

福冨 学   福冨千鶴子  金田天神町 

香月輝一   香月愛子   弁城宝珠  

杉野昌幸   浦田ハルヱ  上野大谷 

藤堂勝廣   藤堂フジノ  赤池猿畑 

岩猿善文   濱田君子   伊方犬星 

峰 智玄   峰 良子   赤池ＮＴ 

中川一二三  中川ミサヱ  伊方後谷 

早瀬 清   早瀬キヨ子  金田本町 

相原ナミエ  相原トモエ  神崎南木 

花岡初國生  花岡光男   神崎 

関 幸平   木村美子   赤池新町 

吉田ミサ子  吉田 光   金田宝見 

永末正美   永末ツルエ  上野原田 

大庭茂昭   大庭安子   赤池稲荷町 

中川フイ子  中川忠義   伊方  

太田カズ子  太田國夫   上野原 

皆川 保   皆川ミヤ子  赤池車道 

            次ページへ続く 

 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

太田人崇   太田幸雄   弁城三本松 

勝木ユキノ  勝木 隆   伊方新門 

田代ヒフミ  田代博史   伊方新門 

山口義勝   山口ハナコ  伊方前村 

対馬 洋   横山重右衛門 金田平原 

日高輝水   日高ツタ子  市場草場上 

安部保恵   安部正利   伊方大黒団地 

堀田忠幸   堀田唯男   金田上金田 

池永文子   倉石リウ   伊方中古門 

大石義雄   大石ハルノ  伊方東古門 

堀川國治   堀川正己   弁城三本松    

桒野シヅカ  桒野定夫   人見境町 

立花政彦   立花マサヱ  赤池ＮＴ 

大井義一   大井マキ子  金田宝見 

荒木文夫   荒木慶子   神崎 

渡辺重則   渡辺ナツコ  神崎２ 

松島久志   松島トシエ  伊方新門下 

中山一広   中山繁光   弁城浄万寺 

木村アケミ  木村博之   上野大谷 

立花文子   立花重己   市場8の5 

富田暎美   富田八十六  弁城新町 

秋元みどり  秋元ハルギク 伊方新門 

西山シマエ  辰島憲人   金田上金田 

村上孝子   村上慶悉   上野今屋敷 

松村和文   松村ハ重乃  伊方犬星 

花田穎次郎  花田フミエ  弁城三本松 

長嶋政光   長嶋フジヱ  伊方東区 

有田千鶴   有田千代女  赤池西組 

山﨑直美   山﨑ハナコ  伊方中古門 

吉田久枝   吉田博    金田本町 

倉石典夫   倉石はる子  赤池稲荷町 

田口龍男   田口フジ子  上野上里２ 

菊池謙一   菊池初子   赤池伏原 

安部エミ子  大久保水子  上野原 

藤岡 登   藤岡シズ子  赤池朝日町 

辻 康雄   辻 艶子   神崎南木 

田渕アイ子  田渕澄夫   金田上金田 

早川五百子  早川龍治   弁城新町  

吉田春敏   梯 貫次   金田宝見 

香月シズ子  香月美佐男  弁城迫 

小松安次   小松キヨコ  上野大浦団地 

 

 

 



心配ごと相談スケジュールについて 

 福智町社会福祉協議会では、心配ごと相談を実施しています。 

近隣とのトラブル、結婚・離婚問題、借金問題などさまざまな相談に応じています。相談

料は無料、秘密は厳守いたしますので、ご相談にお越しください。 

― ８月 ― ― ９月 ― 

開催日：時間 開催場所 

９月２日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

９月９日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

９月１８日（土） 

１０時～１５時 

金田社会福祉センター 

※司法書士による特別相談 

※司法書士による特別相談は、予約制になりますので、希望される方は４日前までに社協窓口または電話

にてお申し込みください。                           福智町社会福祉協議会 総務課 22-6631 

開催日：時間 開催場所 

８月５日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

８月１２日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８月２１日（土） 

１０時～１５時 

金田社会福祉センター 

※司法書士による特別相談 

介護保険事業（ケアプラン）についてのご相談は、社会福祉協議会まで 

 これから介護保険を利用し、サービスを受けようと思う方は、ケア

プランの作成が必要です。  

 ケアプランの作成及び、介護保険に関する事については、社会福祉

協議会へお気軽にご相談ください。        

        

ご相談問い合わせ先 福智町社会福祉協議会 介護支援課 電話22-7227 

－寄附者―   ―故人―   ―住所― 

 村端重己   村端登喜子  金田人見 

 日髙 新   日髙ミサヲ  市場草場 

 池田ノリ子  池田翰雄   赤池町営団地 

 上村幸子   仲島正藏   赤池貴船 

 市岡敏生   市岡テル子  金田本町  

 辰島一臣   辰島 一   金田上金田 

 杉原武郎   杉原羊子   赤池岩屋団地 

 佐藤加代子  佐藤ハル子  赤池旭ヶ丘 

 髙下タマエ  髙下 保   伊方丸山 

 田中敏明   田中静男   神崎南木 

 渡邊信正   渡邊チヨ子  上野大久保 

 金山文雄   金山玄性   金田本町 

 白石岩男   白石悦美   伊方中古門 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

飯干諭代   飯干浅市   赤池猿畑 

松本初治   松本シズヱ  伊方矢久保 

青木正己   青木フヂヱ  上野原 

香月美津子  香月郷司   弁城迫 

勝林祥郎   勝林公海   赤池猿畑 

茶園孝子   茶園寧彦   赤池板屋団地 

廣田千登世  井上千賀子  金田若草団地 

柏原順子   堀川シズヱ  上野原田 

持丸貞徳   持丸テル子  弁城上弁城 

武末清英   武末光二   上野山崎 

芹川フクエ  芹川末義   赤池伏原 

杉本澄春   杉本コハル  伊方中古門 

坂本 力   坂本ミツ子  赤池伏原 


