
平成２８年８月号 Ｎｏ．１１５ 

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２８年６月１６日～平成２８年７月１５日】 

◆一般寄付 
匿 名 ２件     １１，３８４円 

◆賛助会費 
松島 友晴    ２口 ２,０００円 

（福）豊徳会  １０口１０,０００円 

ローソン福智方城店５口 ５,０００円 

ソウゴウサービス１０口１０,０００円 

正の館太田正行  ２口 ２,０００円 

平川建設 平川修１０口１０,０００円 

太郎丸チキン   ５口 ５,０００円 

焼肉ボタ山    ５口 ５,０００円 

西尾商会     ５口 ５,０００円 

ゆうざき     ３口 ３,０００円 

今永工業(株)   １０口１０,０００円 

宝見物産(株)    １口 １,０００円 

宝見鉱業(株)   １０口１０,０００円 

(株)福智設計     １０口１０,０００円 

(有)稲冨プロパン １０口１０,０００円 

カーサービス中山  ５口 ５,０００円 

(株)原造園土木   １０口１０,０００円 

(株)野田工務店   １０口１０,０００円 

西日本新聞エリアセンター福智１口 １,０００円 

(株)三浦製作所福岡工場    １０口１０,０００円 

福智ブランドファクトリー １０口１０,０００円 

ふるさと交流館日王の湯     ３口 ３,０００円 

吉田運送(株)吉田裕一    １０口１０,０００円 

ビューテック(株)福岡営業所１０口１０,０００円 

(株)スズキ鈴木周作     １０口１０,０００円 

あやめ訪問看護ステーション  １０口１０,０００円 

匿 名 ４件   ３１口３１,０００円 

以上３０件 ２１８口 ２１８,０００円 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱  １１４，２６９円 

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

田村 正義    田村 キクヨ  伊方新門下 

德永 清隆    德永 トミ子  赤池十区 

小松 浩二    小松 輝美  上野大浦１の２ 

久富 智子    久富 義照   弁城久六 

太田 孝子    太田 杉義   上野上里２ 

池田 正子    池田 義彦   伊方古門団地 

田代 征士    長谷川ヨシヱ  金田人見 

仲村 真一    仲村 清年   弁城久六 

袋野美佐子    袋野日出幸   赤池上寿 

匿 名 １ 件   以上１０件 １７０,０００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２８年度「賛助会員」のご加入について 

 福智町社会福祉協議会では、地域福祉活動計画

の推進を皆様と共に行い、見守りネットワークの

構築や安心・安全な地域づくりを進めています。

また、サマースクール「かえるの学校」や障がい

児夏期休暇サポート事業、ボランティア事業、き

ずなだよりの発行をおこなっています。これらの

事業は皆様からの賛助会費によって支えられてい

ます。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。 

  賛助会費 １口 １，０００円 

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

地域で子どもを見守りましょう！ 

熱中症予防をしましょう！ 



       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

木村正弘   木村正子   市場８の５ 

香野シゲ子  香野正男   上野堀田 

瓜生田 壽  瓜生田ユキヱ 赤池伏原４ 

仲山惠子   髙﨑アキノ  伊方鶴ヶ丘 

園田廣美   園田チヅ子  金田人見 

皆川フクミ  皆川伸二   赤池生力ＮＴ 

日髙秀樹   日髙義行   市場草場 

田口孝幸   田口トヨキ  上野上里２ 

古本裕美   古本正博   神崎飯土井 

嶋野洋文   嶋野 茂   神崎３ 

仲村冷子   仲村清志   伊方野添 

橋本博行   橋本ミチ   伊方山の手 

吉田英美子  吉田 廣   金田宝見 

皆川栄子   皆川茂樹   伊方見六 

辰島 悟   辰島ミチヨ  金田上金田 

惣川孝子   乾 トヨ子  赤池伏原４ 

光井嘉代子  光井芳文   弁城宝珠 

白石 健   白石澤子   弁城迫 

安田洋明   安田 明   伊方東長浦 

大石勝也   大石昭三   伊方広谷 

吉田 緑   吉田三次   金田宝見 

竹宗豊子   竹宗一夫   神崎２ 

木月繁美   木月ミヤ子  赤池北町２ 

熊谷定行   濱口サカヨ  赤池伏原 

長谷川サカヱ 長谷川孝士  赤池本町３ 

永吉 隆   近藤チヱコ  赤池稲荷１ 

古屋隆一   古屋サヤカ  神崎南木 

大井登嗣親  大井キリヱ  金田宝見 

 平成27年7月1日～平成28年6月30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。 
 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。      

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

木村ミサヲ  木村鈴夫   神崎１ 

長谷川トモ子 長谷川信雄  新町２丁目 

長谷川ムツ子 長谷川 庄蔵 市場石松 

日野孝司   日野千惠子  弁城新町 

原田武則   原田ミドリ  伊方丸山 

宮原京子   宮原末雄   金田東金田 

渡邊正博   渡邊友江   神崎田ノ口 

三岡茂仁   三岡月夜   金田上金田 

辰嶋一明   辰嶋ユキヱ  金田上金田 

原 茂矩   原 ミツコ  赤池上寿 

池永加津子  池永 直   赤池十区中組 

髙津 茂   髙津 新   伊方広谷 

中村正友   中村トモヱ  弁城春田 

香月絹枝   香月美則   弁城迫 

辰島康太   辰島康幸   金田上金田 

稲井圭介   稲井章子   伊方前村 

渡邊伴子   渡邊健司   伊方犬星 

山尾純子   山尾 弘   赤池中町 

桑野マツヨ  桑野 覺   赤池猿畑 

長尾和枝   長尾 守   伊方見六 

松尾節子   松尾正明   伊方古門団地 

原田直樹   一木芳幸   弁城方城住宅 

吉田美仁   吉田アキ子  金田宝見 

山本シマ江  山本 廣   金田上金田 

仲山三千代  仲山佐江子  伊方野添 

植髙英彦   植髙 穂   金田上金田 

倉石由美   辰島 悟   金田 

世良多美子  世良則文   上野上小路 



       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

榎木勝義   榎木房枝   伊方新門 

永松一美   永松春雄   神崎１ 

辰島籾幸   辰島 生   金田平原 

髙下トメ子  髙下健二   伊方丸山 

渡辺静一   渡辺カズヱ  伊方前村 

赤金君江   赤金近志   伊方野添 

木村隆信   木村ミサヲ  神崎１ 

久保トモヱ  久保義雄   伊方鶴ヶ丘 

細川 勉   細川カズ子  上野原田 

柿木時代   大里アキノ  赤池高尾通 

中村幸子   中村一郎   金田宝見 

髙﨑京子   髙﨑 潜   赤池生力ＮＴ 

若林博美   若林二三子  神崎２ 

植田辰生   植田芳子   弁城新町 

田丸孝司   原口一子   弁城久六 

谷頭道子   谷頭浩二   市場草場 

細川美雪   細川 勲   弁城上弁城 

松木常盤   松木繁雄   伊方後谷 

幸 スミヱ  幸 豊    赤池車道２ 

河端高美   河端弘士   金田宝見 

吉田美樹   吉田幸年   金田宝見 

才田憲司   才田フミヱ  赤池旭ヶ丘 

皆川伊津子  皆川修一   上野堀田 

中川愛子   中川義光   伊方新門上   

佐々倉勝弘  志谷禮子   伊方大黒団地 

大井律夫   大井峰夫   金田宝見 

太田英彦   太田千代子  市場草場 

犬山エイ子  犬山六合雄  伊方東長浦 

木村和吉   木村テツ子  伊方野添 

吉田征臣   吉田スヱノ  金田宝見 

白石 稔   白石シズ子  伊方中古門 

岩﨑 保   岩﨑久美枝  伊方山の手 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

大島テル子  大島尚武   神崎２ 

平元光広   平元 満   上野大浦 

榊 敏章   榊 マサヱ  伊方中古門 

手島千鶴子   手島勘八郎  伊方八幡町 

木戸武夫   木戸スミヱ  金田上金田 

世良淳一   世良久司   赤池下町１ 

柳川カナ子  柳川茂利   金田東金田 

亀谷徳光   亀谷テル子  赤池伏原 

兼光健一   大井 稔   赤池町営伏原 

仲谷孝信   仲谷松美   伊方東古門 

田丸 久   田丸昭子   伊方東古門 

秋野昌三   秋野ノブヱ  弁城新町 

日野愛子   日野俊二   赤池ＮＴ 

堤 みどり  堤 長生   弁城松原 

田中満枝   田中一市   金田宝見 

池永直俊   池永加津子  赤池中組 

原田須賀子  中島 力   金田東金田 

萬歳一男   萬歳一二三  金田堀川団地 

上野千鶴子  上野徳治郎  赤池貴船 

坂口直希   大谷繁徳   赤池西町 

仲村二重枝  仲村尚義   神崎福丸 

髙津久喜   川下初江   伊方見六 

永末寛太   永末明穂   弁城新町 

平井秀樹   平井嘉朗   金田本町２ 

辻 繁美   中村スミ子  伊方後谷 

光井光子   光井保夫   弁城三本松 

井原年恭   井原豊幸   赤池暁町 

中原静江   中原旦雄   伊方後谷 

前川 司   前川睦夫   町営赤池団地 

太田正行   太田節子   上野中里 

相原十三男  相原フサヱ  神崎南木 

            次ページへ続く 



※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 

 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。 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

荒木セツ子  荒木光明   神崎２ 

髙木文人   髙木キヨ子  伊方東古門 

太田 猛   太田ちよか  弁城新町 

蓑毛勝江   蓑毛忠孝  赤池緑ヶ丘ＮＴ 

香月文格   香月博幸   弁城迫 

森藤タマヱ  森藤静夫   神崎２ 

葛原須美   葛原弥生   伊方浄万寺 

八隅邦廣   八隅キクヨ  市場草場 

白石和子   飯田ヒサ子  弁城二川田 

佐々木德太郎 佐々木ミヨ子 赤池貴船２ 

木戸房子   木戸安重   伊方東古門 

仲村 渡   仲村イシノ  伊方中古門 

貞国徳美   貞國初子   神崎南木 

松本アサエ  松本澄義   伊方平塚 

高畑義紀   高畑郁世   伊方中原 

久原浩一   久原カヨ子  市場市津 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

木戸真介   木戸利春   金田平原 

江田 進   江田サツ子  伊方矢久保 

甲斐大輔   甲斐熊重   赤池下町２ 

小谷 弘   小谷タツミ  上野大谷 

藤元才太郎  藤元昭彦   神崎福吉団地 

西尾昭俊   西尾美津子  金田天神町 

久原昭治   久原美貴枝  赤池昭和町 

田村正義   田村キクヨ  伊方新門下 

德永清隆   德永トミ子  赤池十区 

小松浩二   小松輝美  上野大浦１の２ 

久富智子   久富義照   弁城久六 

太田孝子   太田杉義   上野上里２ 

池田正子   池田義彦   伊方古門団地 

田代征士   長谷川ヨシヱ 金田人見 

仲村真一   仲村清年   弁城久六 

匿 名 

― ８月 ― ― ９月 ― 

開催日：時間 開催場所 

８月４日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

８月１８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 

開催日：時間 開催場所 

９月１日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

９月８日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

９月１７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 


