
社協だより「きずな」 

愛の贈り物「ありがとうございました」     
順不同敬称略 【平成19年5月16日～6月15日】 

◆香典返し   
田中 力（福丸）    故 田中 ミスヱ 

仲村 タカ子（星ヶ丘） 故 仲村 末吉 

髙﨑 順子（敷島）   故 野瀬 ヨシ子 

木村 砂光（小豆田）  故 木村 砂雄 

吉田 俊雄（宝見）   故 吉田 政信 

山口 忠秋（平塚）   故 山口 ツヤ子 

池田 敏美（板屋団地） 故 杉山 フタ子 

百冨 政文（高尾通り） 故 具志堅 艶子 

東 賢司（車道２）   故 東 菫度 

中津川 裕子（車道４） 故 古川 順子 

千葉 廣幸（平塚）   故 千葉 次子 

辰島 正治（山の手）  故 辰島 タケヨ 

仲村 親春（西古門）  故 仲村 ミチ子 

原田 ハマノ（丸山）  故 原田 盛雄 

矢口 由美（上弁城）  故 永末 正幸 

松尾 英俊（新町）   故 松尾 アサヱ 
 

     以上 １６件 ￥315,000－ 
   

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。 

 

◆一般寄附 

太田 ミサヲ      3,000円 

桜ニュータウン自治会  3,000円 

匿名（2件）     以上4件 ￥30,888－ 

◆ふれあい基金   

福祉バス内募金箱    ￥19,420－ 

ｺｽﾓｽ電気治療室募金箱  ￥  1,301－ 

◆物品寄附 

太田 シナ子  玉ねぎ 

久富 そのえ  じゃがいも 

森 一雄    玉ねぎ じゃがいも 

文研      古切手 

(有)藤浦設備  古切手 
カメラのアキノ 古切手 

◆賛助会費 
加藤 美明          3口 

吉田 伸宏        10口   

長野酒類販売(有)      5口 

(株)ダイタク金属      10口 

(有)藤浦設備        5口 

山﨑 菊一        10口 

(有)光           2口 

きのしたデンキ      10口 

下田川ガス(株)       10口 

筑豊繊維工業(株)      30口 

(有)武末組         10口 

(株)藤の里         5口 

(株)藤           5口 

(株)藤食糧         10口 

(株)津田商事        10口 

小島クリーニング店      3口 

(株)野田工務店       10口 

(有)明治建設        3口 

(有)澤井建設        3口 

(有)文研          20口 

高富電子         10口 

ビューテック（株）    10口 

  

    以上 ２２件 ￥194,000－   
 

発行：福智町社会福祉協議会 平成19年7月号（7月1日) No.6 

   ～賛助会員のご加入について～ 
福智町社会福祉協議会では、子育てｻﾛﾝ日本語教

室・子どもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業・社協情報ふれあいの発

行などさまざまな事業を行っています。賛助会

員とは、その事業を支援し、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ご加入いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

     ★１口 １，０００円 

 

ご加入にあたり、ご一報いただければ職員がお

伺いいたします。 

    福智町社会福祉協議会 総務課 

       電話 ２２－６６３１ 

～ お 詫 び ～ 

社協だよりきずな6月号で掲載もれがございましたので、お詫びいた
します。誠に申し訳ございませんでした。 

賛助会費  加藤 美明 



（敬称略） 

発行；福智町社会福祉協議会 総務課 電話２２－６６３１ 

 ～新理事・新評議員の紹介～ 

  
 福智町社会福祉協議会では、理事・評議員の
変更がありました。新しい理事・評議員は右記の

とおりです。新体制でスタートいたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 ～7月の心配ごと相談スケジュール～ 
  
※7月21日(土)は、司法書士による特別相談日 

 です。相談料は無料、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込ください。 

 一人で悩まないで、お気軽に相談  

 にお越しください！ 

  

  〔お問い合わせ・申込先〕 

 福智町社会福祉協議会 総務課 

                        

開 催 日 時 間 場 所 

7月７日(土) 10時 ～ 15時 
赤池コスモス 

保健福祉ｾﾝﾀｰ 

7月14日(土) 10時 ～ 15時 方城福祉会館 

7月21日(土)※ 
司法書士特別相談 

10時 ～ 15時 
金田社会福祉 

センター 

 氏  名 選出区分 

副会長 能登原 一 学識経験者 

理 事 属 公弘 議会代表 

理 事 奥野 サカヱ 学識経験者 

評議員 皆川 高司 議会代表 

評議員 稲富 博文  行政代表 

～福智町ボランティア連絡協議会 

          発足式のお知らせ～ 
 

 ボランティアのネットワークづくりと情報交換を目的

に、福智町ボランティア連絡協議会が設立されました。

そこで、発足式を下記のとおり開催します。住民の方も

対象にした基調講演を行いますので、ボランティア活動

に興味のある方、福智町のために何か活動をしたいとお

考えの方、ぜひご来場ください。活動のきっかけや、ヒ

ントが見つかるかも・・・ 

 

 日 時 ： 平成19年7月8日（日） 13：00～15：30 
 場 所 ： 福智町地域交流センター（方城グランド横） 

 内 容 ： ボランティアグループの紹介と基調講演 

 対 象 ： 全 町 民 
 入 場 ： 無 料 

 

 ＊基調講演＊ 
      講 師；行橋市 古谷 信一氏 

   （福岡県社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営委員長） 
  ボランティア活動の現状とこれからの福智町に求め 

  られる活動についての提案をしていただく予定です。 

 

 

  〔お問い合わせ〕 

  福智町ボランティア連絡協議会事務局 

      電話 ２２－３７７８ 

～福智町社会福祉協議会では 

 ホームヘルパーを派遣しています～ 
 

 介護保険の認定を受けた方へ、自立した在宅生

活の支援を目的にホームヘルパーの派遣を行って

います。ケアプランに基づいて家事や身体介助等

のサービスを提供しています。 

 また、介護保険の認定を受けていない方で、ヘ

ルパーの援助が必要な方は、軽度生活支援事業に

よるヘルパー派遣を行っています。このヘルパー

派遣は町で必要性を審査し決定されます。 
   
 上記のお問い合わせ・お申込は、 

  福智町社会福祉協議会 

  赤池事業所 電話 ２８－４６４６ まで 
           お気軽にお尋ねください。 


