
愛の贈り物「ありがとうございました」     
順不同敬称略 【平成20年1月16日～2月15日】 

 社協だより「きずな」 

◆香典返し   

－寄附者―   ―故人―   ―住所― 

原造園土木   原 一利    福吉 

原田 千鶴子  原田 長吉   亀ノ甲 

辰島 千恵子  辰島 フミエ  上金田 

犬丸 哲男   犬丸 春子   南木 

田中 ヤス子  田中 治郎   南木 

高橋 雄二   高橋  實   宝見 

井上 正博   井上 敬吾   春組 

井戸 秀信   井戸 日出男  上金田 

大久保 雄民  大久保 富美子 大久保 

松枝 �生   松枝 美恵子  春日 

原田 秀秋   原田 サヨ子  東組 

椎野 みよ子  椎野 博之   東ケ丘 

加治 淳一   加治 一己   新町 

堤 長生    辰島 ミツエ  松原 

香月 和子   香月 英之   新潟県 

小林 慶三   小林 ヒサ子  東区 

中村 政春   中村 フミヱ  久六 

 

        以上 １７件 475,000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。 

 ～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 

◆一般寄附 

中村 政春             8,565円 

           以上 1件 8,565円  
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 介護者リフレッシュ事業を 

          実施しました！ 
 

 ２月１９日(火)に介護者リフレッシュ事業

を行いました。今年は、川棚グランドホテル

へ行き、介護者同士で情報交換をしました。 

 また来年度も実施の予定ですので、どうぞ

ご参加ください！ 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱          23,498円 

コスモス電気治療室募金箱      1,150円  
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赤い羽根共同募金のご協力 

ありがとうございました 

－福岡県共同募金会 福智町支会－ 

【赤池地区】  （順不同敬称略） 

 社協だより「きずな」 

ひまわり歯科 デオデオきのしたデンキ (株)ユーエイキャスター ジエイアート 

ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟニノミヤ ファッションスポットいまはた （株）津田商事 アワヤ呉服店 

田中歯科医院 焼肉ボタ山 生田川通商（株） 中野住宅設備機器 

赤池カメラ ビューテック（株） 新田川商運（有） 上野焼協同組合 

堺商店 (株)オンガエンジニアリング いながき商店 上野病院 

セブンイレブン赤池店 三信産業（株） ライブヒダリ 梶原本窯 

筑豊繊維工業（株） （株）タナックス 平川建設 無造窯 

赤池協同医院 （株）ヤマガタ 伊丹商店 中村窯 

下田川ガス（株） （有）松尾鉄工所 日野技巧所 八幡窯 

蔵司 ビークル上野   

 今年も平成１９年１０月１日から１２月３１日の間、全国一斉に赤い羽根共同

募金運動が実施されました。福智町においても募金運動を行い、皆様のご協力に

より多くの募金が集まりました。募金の集計結果は下記のとおりです。この募金

の多くは福智町に還元され、さまざま社会福祉事業に役立てられます。ご協力い

ただきありがとうございました。 

募金方法 金額 

戸別募金 2,642,815 

街頭募金 107,577 

法人募金 1,831,454 

学校募金 47,365 

イベント募金 77,658 

募金方法 金額 

バッジ(ピン型) 110,250 

バッジ(ﾀｲﾀｯｸ型) 8,800 

タイピン 11,310 

クオカード 176,000 

設置募金他 318,551 

合計 ￥5,331,780－   

＊法人募金にご協力いただきました商店等の方々は下記のとおりです。

ご協力いただきありがとうございました。 
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田川信用金庫金田支店 （有）林商店 木戸（藤）組 （資）香月建材店 

コンビニエンス長野 長野酒類販売（有） （有）幸組 （有）池田商会 

植田畳店 吉田環境衛生（有） 辰薫組 田村石油（株） 

福岡銀行金田支店 荒牧電器 植忠建設 東鮮魚店 

杉書店 ひまわり化粧品店 森野工業 梅香園 

（株）田川構内タクシー 宇都宮医院 （株）今宮組 荒木工務店 

（株）ショーエイ お茶の山本園 日比生化粧品店 相原工務店 

ジュエリー柳沢 福田食料品店 金田カメラ 黒田建設 

矢野造花店 大門精肉店 ゆうざき （有）田村組 

西尾商会 小西みそ 佐藤建業 （有）神崎工業 

中原米穀店 宝見物産（株） 並川洋品店 Ｙショップ山崎（有） 

福田アルミ建材 中喜工務店 松田板金加工店 （株）藤食糧 

須藤造花葬祭 吉田開発工業 原田洋品店 （株）藤 

田川農協金田支所 吉田酒店 松永専門店 （有）ＫＮＫ 

（有）桑野組 中村木工所 スーパー太陽 高橋設備工業 

才田石材店 宝見自動車工業（有） （有）巽工業 小池設備工業 

（有）福智モータース 第二長寿園 (株)西日本ｼﾃｨ銀行金田支店 （株）ニッショウ 

（株）野田工務店 鼓工房 まつやま内装 （有）イケコー 

永末歯科医院 宝見鉱業（株） かんざき歯科医院 金田ハム工房 

藤浦設備（有） オートカナダ （株）平山電気 犬丸酒店 

西日本新聞エリアセンター 宇野茶舗   

セブンイレブン方城店 田川信用金庫方城支店 勝木自動車 方城町厚生会 

（有）久富商店 保険事務所 進 方城自動車 昭和住宅（株） 

ながすえ歯科クリニック 農協ストア （有）山本工業 方城温泉ふじ湯の里 

慈恵病院 すぎはら歯科医院 マサユキ電器 青雲塾 

弁天うどん カメラのアキノ 中村設備工業 宇塚商店 

新免造園（有） 手嶋製麺所 （有）ヒロミ工業 日光印刷 

（有）活魚寿司たちばな ポーラ化粧品 石橋ガーデン （有）江田冷熱 

（株）筑豊設計 （株）ダイコウリビング 大西商店 （株）九州日立マクセル 

田川小売酒販組合方城支部 （有）オサキ 鱚楽屋 冨永武元（福円寺） 

（有）クラモト花店 （株）トーコー 方城葬祭 （有）筑豊衛生環境 

（有）高柳石油 （株）三浦製作所   

【方城地区】  （順不同敬称略） 

【金田地区】  （順不同敬称略） 
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 福智町社会福祉協議会では、心配ごと相談

事業を実施しています。 

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。 

 また、社協ホームページでも相談ごとを受

け付けています。こちらの方もどうぞご利用

ください！ 

アドレス  http://wel-fukuchi.net/   

☆お問い合わせ・お申し込み先☆  

 福智町社会福祉協議会  

 総務課 電話２２－６６３１ 

発行；福智町社会福祉協議会 総務課 電話２２－６６３１  

開催日；時間 開催場所 

３月１日（土） 

１０時～１５時 
赤池コスモス保健ｾﾝﾀｰ 

３月８日（土） 

１０時～１５時 
方城福祉会館 

３月１５日（土） 

１０時～１５時 
※司法書士による特別相談 

金田社会福祉センター 

ココ！ 
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～３月心配ごと相談スケジュール～ 

心配ごと相談について 

ホームページの

場合は、ここか

らクリックして

ね！ 

※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。 

  相談時間：一人につき３０分以内 

  相  談  料：無 料 


