
◆香典返し     
－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

中山 利彦    中山 利子   弁城浄万寺 

森 ヨシノ    森 和男    神崎１ 

福嶋 征己    福嶋 里美   赤池小藤団地 

長尾 壽郎    長尾 スガ子  伊方長浦 

鈴木 啓治    鈴木 アサノ  伊方新門上 

森 五月     森 東     赤池北町２ 

堀川 信之    堀川 ユキヱ  赤池中町 

嶋本 孝義    嶋本 キタエ  伊方新門下 

早瀬 隨禮    早瀬 圓雄   神崎１ 

嶋野 勝     嶋野 勝憲   弁城久六 

荒川 都子    荒川 義輝   伊方後谷 

木村 紀子    木村 秀吉   伊方野添 

宇都宮 潔    宇都宮 基   金田新町 

熊谷 晃一    熊谷 實    赤池生力ＮＴ 

白川 トア子   白川 鉄夫   市場８の５ 

朝部 進     朝部 ヨシヱ  伊方中原 

田邊 サチヨ   田邊 良作   弁城草場 

加治 ちか子   加治 典彦   上野下小路 

木村 節子    木村 締夫   市場８の５ 

皆川 盈     皆川 克己   市場春日 

平島 一子    平島 亮一   金田上金田 

志原 由子    志原 義晴   赤池松本２ 

末次 博明    末次 ツルヨ  伊方東ヶ丘 

木森 惣市    木森 ハル子  伊方中古門 

相浦 武敏    相浦 三歳   神崎２ 

相浦 武敏    相浦 光惠   神崎２ 

               以上２６件 ８４５,０００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。 

平成２３年７月号 Ｎｏ．５４ 

社協だより「きずな」 
発行：福智町社会福祉協議会 

愛の贈り物「ありがとうございました」  
                                     順不同敬称略         【平成２３年５月１６日～平成２３年６月１５日】 

◆物品寄附    
匿  名    古切手 

松村 靖征   ペットボトルの蓋 

藤木 正伸   ペットボトルの蓋 

浦田 フジエ  ペットボトルの蓋 

久保田 勝美  ペットボトルの蓋 

太陽スミレ会  ペットボトルの蓋 

匿  名    米３俵（配食弁当） 

相原 保    そら豆 

福祉バス内募金箱  

         ３３，４６１円 

コスモス電気治療室募金箱  

            ７６５円    

◆ふれあい基金 

◆一般寄付 
太陽区ふれあい交流会    ５,６００円 

以上１件     ５,６００円 

◆賛助会費 
長崎 三夫   ３口    ３,０００円   

犬養 光博  １０口   １０,０００円 

桑野 京子   ３口    ３,０００円 

安永 重人   ３口    ３,０００円 

藤井 章    ３口    ３,０００円 

芦馬 謙二   ５口    ５,０００円 

葛原 高    ３口    ３,０００円 

渡辺 一枝   ５口    ５,０００円 

中村 龍二  １０口   １０,０００円 

三木 一司   ５口    ５,０００円 

高津 幸子   １口    １,０００円 

桒野 寛子   ３口    ３,０００円 

千手 律子  １０口   １０,０００円 

山崎 菊一  １０口   １０,０００円 

（有）文研  ２０口   ２０,０００円 

以上１５件   ９４,０００円 

6月号でのお詫びと訂正 
（誤）一般寄付      赤池第９区会 １００，０００円 

（正）東日本大震災義援金 赤池町第９区会１００，０００円 

 お詫びして訂正いたします。 



 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、子

どもボランティア事業、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。賛助会費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。賛助会員になられた方につき

ましては、社会資源リスト（福智町の住民が必要なサービスを受けることができるよう作成された

冊子）を贈呈いたします。 

 

※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 

１口 1,000円 

開催日：時間 開催場所 

７月７日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

７月１４日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

７月１６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 

開催日：時間 開催場所 

８月４日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

８月１１日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８月２０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 

 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。 

― ７月 ― ― ８月 ― 

※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 電話  ２２―６６３１ 

心配ごと相談スケジュールについて 

初盆祭壇の貸出について 

 社会福祉協議会では、初盆祭壇の貸出も行っています。 
         初盆祭壇等一式  １０，０００円 

 貸出具  ・祭壇（横121㎝×奥行98㎝） 
      ・後幕、位牌立て、写真立て、果物置き、線香立て、花瓶、ろうそく立て 

      ※生花は別注となります。盆提灯は取り扱っておりません。 

 7月1日より受付をいたします 。                                 福智町社会福祉協議会  電話  ２２―３７７８ 

平成23年度「賛助会員」のご加入について 

アンケート調査にご協力ありがとうございました 

 福智町社会福祉協議会では福智町役場（福祉課）より委託を受け、福智町在住の要介護認定者（１～５）の方を

除くすべての６５歳以上の方（５，２２３名）を対象に日常圏域ニーズ調査を実施しました。そのうち３，９３０

名の方から回答をいただきました（回収率７５．２％）６月１６日現在。 

 この調査は、みなさまの生活状況を把握し生活状況にあった ①介護（予防）サービスなどの各種福祉サービス

の提供 ②高齢者等要支援者マップの作成 ③見守り体制の強化 ④福祉人材育成などを目的としています。 

 今後はこの結果を活かし、みなさまが住みなれた地域で「安心」「安全」「生き生きとした」日常生活が送れる

ような取り組みを進めていきたいと考えております。 

 最後になりましたが、本調査にご協力をいただきましたみなさま、そして調査票の回収にご協力をいただきまし

た民生委員のみなさまには、心よりお礼申し上げます。 

 なお、調査結果につきましては、今後社協ホームページ等でみなさまへお伝えしていく予定にしています。 


