
◆香典返し     
－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

辰島 ヨシ子   辰島 壽    金田上金田 

谷  テル子   谷  登    伊方広谷 

田中 洋子    田中 貞治   弁城 

安田 正信    香月 タマヱ  伊方東長浦団地 

亀谷 芳松    亀谷 千恵子  赤池伏原 

有吉 政広    有吉 ツヨ   赤池稲荷２ 

田中 繁美    田中 美弥子  伊方山ノ手 

由地 俊博    由地 フミ子  神崎太陽  

柴田 武己    柴田 スギエ  上野上里１ 

木戸 龍美    和田 冨士夫  金田亀ノ甲団地 

田中 聖滋    田中 貴美男  神崎南木 

浦田 智子、政吉 浦田 サツエ  金田宝見 

古賀 正敏    古賀 幸子   伊方犬星  

木村 シワ子   木村 照明   市場８の５  

  

 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。 

 

◆お見舞い返し 
平井 誠一 

 

 皆様方より頂いた御厚情につきましては、お見舞い 

 返しに替えさせていただきます。 

 

          以上１５件 ４３８,０００円 

平成２３年６月号 Ｎｏ．５３ 

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４月１６日～平成２３年５月１５日】 

◆物品寄附    
木月 明     扇風機 4台 

匿 名      ペットボトルの蓋 

日野 茂春    ペットボトルの蓋 

宝見行政区    ペットボトルの蓋 

相原 保  ほうれんそう （配食弁当）   
福祉バス内募金箱    ２６，７３９円 

コスモス電気治療室募金箱   ８１８円 

◆ふれあい基金 

◆賛助会費 
嶋野 勝   １０口   １０,０００円 

安武 憲明  １０口   １０,０００円 

吉田 伸宏   ５口    ５,０００円 

荒木 完治   ２口    ２,０００円 

吉田 泰子   １口    １,０００円 

久富 春美   ２口    ２,０００円 

永末 信一   １口    １,０００円 

日髙 安信  １０口   １０,０００円 

篭原 雄次  １０口   １０,０００円 

平野 アキ子 １０口   １０,０００円 

大橋 喜美男  ３口    ３,０００円 

永末 宏之   ２口    ２,０００円 

河西 秀美   ４口    ４,０００円 

加藤 高弘  １２口   １２,０００円 

高津 鶴己   ２口    ２,０００円 

辻村 榮子  １０口   １０,０００円 

山下 次男   １口    １,０００円 

小松 春義  １０口   １０,０００円 

冨永 秀元  １０口   １０,０００円 

田中 義人   ５口    ５,０００円 

匿 名 ３件 １８口   １８,０００円 

  以上  １３８口  １３８,０００円 

◆一般寄附 
匿 名          ３５,７００円 

山下 次男          ５００円 

白石 勝彦       １００,０００円 

上野焼協同組合      ３０,０００円 

赤池第九区会      １００,０００円 

福智町女性消防隊    ２００,０００円 

  以上   ６件   ４６６,２００円   



平成２３年度 「賛助会員」 

のご加入について    

 今年度も賛助会員のご加

入よろしくお願いいたしま

す。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 

日常生活圏域ニーズ調査について 

 ３月１１日発生の東日本大震災に被災し、お亡くなりになった

方々のご冥福をお祈りすると共に、被災者とその家族、並びに関

係者の皆様に、心よりお見舞い申しあげます。 
 

  今までの募金送金額  合計 1,033,814円   
 

※ご協力いただきました募金は、中央共同募金会を通じて、被災

者の方々の支援へと送金いたしました。皆様の心温かい善意をあ

りがとうございます。 

障がい児夏期休暇サポート事業ボランティア募集 
 本事業に参加する小学生から高校生までの障がいのある子どもと一緒に楽しく過ごしてくれるボ

ランティアを募集いたします。締切は７月８日までです。よろしくお願いいたします。 

    開催日  平成２３年８月１日（月）～８月２７日（土） 

    活動日  開催期間中の何日でも結構です 

    時 間  ８時３０分～５時００分（応相談） 

    場 所  福智町金田保健センター        

    対 象  大学生以上           福智町社会福祉協議会 地域課 ℡22-3778 

 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。 

心配ごと相談スケジュールについて 

― 6月 ― 

開催日：時間 開催場所 

６月２日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

６月９日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

６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 

― 7月 ― 

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 

東日本大震災被災地復興応援募金 

 福智町社会福祉協議会  

  総務課 ℡22-6631 

 福智町社会福祉協議会では、４月より日常生活圏域ニーズ調査をおこなっ

ております。要介護認定者(要介護１～５)を除く65歳以上の町民約5300人にア
ンケート用紙を送付させていただきました。もしお手元にまだアンケート用

紙がございましたら、ご記入の上返送用封筒で郵送をお願いいたします。な

お、地域の民生委員さんが回収にご自宅をお伺いすることもございますので

ご協力をお願いいたします。    問い合わせ：福智町社会福祉協議会 


