
ただいま夏休み中です。 

家庭・地域が連携して子どもたちを見守りましょう。 

◆香典返し     
－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

松山 榮治    松山 貫治   金田人見 

久原 キクヨ   久原 義夫   上野薬王寺 

植髙 セイ子   植髙 一晏   金田上金田 

中尾 キヨ    中尾 藤彦   金田本町2 

原田 宏志    原田 ミツコ  弁城浄万寺 

山口 喜美恵   山口 友春   金田人見 

原 富美子    松尾 静子   赤池高尾通り 

寒竹 信夫    日髙 ハルヱ  市場草場 

皆川 智英    皆川 八千代  伊方見六 

木戸 美由紀   木戸 和久   神崎２ 

杉田 サダ子   杉田 守    赤池徳人原 

山田 強士    山田 ひとみ  伊方中原 

永冨 清子    永冨 保男   神崎１ 

匿 名      田中 マツヱ  弁城新町 

太田 シゲノ   太田 幸一   市場草場 

田中 昭代    田中 勘治   神崎南木 

辰島 千尋    辰島 弘之   金田平原 

中村 雅敏    中村 ハリエ  市場草場上 

              以上 １８件 ４６０,０００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８月号 Ｎｏ．５５ 

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６月１６日～平成２３年７月１５日】 

◆物品寄附    
福智町役場住民課    古切手 

匿 名     ペットボトルの蓋 

廣澤 省三   ペットボトルの蓋 

坂田 峰明   ペットボトルの蓋 

中村 勝彦   プルタブ 

相原 保   各種野菜  （配食弁当） 

匿  名   魚 各種野菜（配食弁当） 

福祉バス内募金箱     ２６，７３４円 

コスモス電気治療室募金箱  １，０８８円      

◆ふれあい基金 

平成23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。 

１口 1,000円 

    ペットボトルの蓋、 

  回収を終了いたします。  
 ペットボトルの蓋を、回収していました

が、都合により終了いたします。 

 ご協力いただいた皆様方には、心より厚

く御礼申し上げます。 

 古切手につきましては、今までどおり回

収いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。皆様から寄せられた古切手は、海外

の医療従事者派遣、奨学金支援の活動の資

金の一部となって、役立てられています。 

※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 



－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

原田良介   原田藤夫   伊方八幡町 

林 作三   長部文雄   神崎七十石 

原口勝夫   原口邦子   神崎２  

時田元千代  時田多代子  金田昭和町 

塩川清憲   塩川トモエ  神崎１ 

山門敏信   山門貞女   金田岩渕 

竹宗一彦   長田チトリ  神崎２ 

仲村正則   田村ヨシコ  神崎福丸 

木葉 仁   木葉サガ   赤池西町３ 

仲村智恵子  仲村二十七  伊方野添 

時田正一   時田 治   金田昭和町 

谷口庄太郎  谷口フサヱ  神崎南木 

太田カツ子  太田正孝   上野薬王寺 

加治彰斗   加治保男   赤池新町 

竹下紀子   竹下政弘   伊方中古門  

瓜生昌子   瓜生泰久   弁城新町 

左 雅幸   左 利幸   金田人見 

朝部絹子   朝部相之助  伊方中原 

原 伸一郎  原 正義   赤池松本 

中川博幸   中川タマヱ  赤池徳人原 

高松秀勝   高松シゲ子  伊方東古門 

和才光寿   和才常二   赤池町営伏原 

永末克春   永末貞子   弁城上弁城 

山村サツヨ  瀬口八千代  上野常福 

的場栄樹   的場房江   金田敷島町 

松原 忠   迫田 保   赤池岩屋団地 

宝田満好   宝田スナヱ  伊方鶴ヶ丘 

前嶋貞子   前嶋勝次   金田上金田 

小林浩二   小林慶三   伊方東区団地 

森 静子   森 スズヱ  伊方犬星  

山並小雪   山並鴻一   金田堀川団地 

木戸アキノ  木戸肝春   伊方東古門   

野口 勤   野口定子   伊方後谷 

        順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

原 正義   原 八重子  赤池松本 

立花清美   立花榮子   伊方中原 

杉原定光   杉原政惠   金田平原 

中村ハナエ  中村惟之   市場 

平 治美   平 真人 北九州市八幡西区 

今井年一   今井スミエ  赤池高尾通 

原 忠彦   原 フデ子  伊方広谷 

香野義孝   香野春太郎  上野堀田 

半田 潔   半田名和子  市場猿田  

前谷光子   上尾ツルヲ  神崎笹尾 

柴田キクエ  原田文義   伊方丸山 

丸林清輝   丸林ナツエ  上野鋤木田 

木村美智子  千多トシ子  赤池松本 

田中孝二   田中トシヨ  金田人見 

冨永弘志   冨永キクエ  金田昭和町 

皆川秀幸   皆川モモヨ  伊方見六 

永末順子   永末賢吾   弁城上弁城 

横田辰夫   横田キヨノ  神崎南木 

梅﨑静子   山下ミツエ  神崎福吉団地 

木村敏明   木村富士野  赤池猿畑 

相原カヅエ  相原 務   神崎2 

原田 貢   原田美恵子  弁城浄万寺 

蔣野利昭   蔣野恵子   伊方八幡町 

上村シノブ  上村幸文   金田東金田 

中内カズ子  中内昭雄   金田人見  

八代正明   八代亮介   金田上金田 

左 敏明   左 ミユキ  上野薬王寺 

千手洋子   千手友幸   金田西金田 

太田キミ子  太田清隆   上野中里 

太田征雄   太田マスヱ  上野常福 

平川達美   平川イチ   市場８の３ 

中村利子   中村健治郎  神崎２春組 

 昨年の平成22年7月1日～今年の平成23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。      



－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

古本正博   古本晴美   神崎飯土井 

木下景子   木下邦夫   金田本町 

井戸ツタ子  井戸金治   金田上金田 

西村正輝   西村蔓子   上野原 

丹村純子   丹村平作   神崎2 

葛原直文   葛原ハルヱ  伊方野添 

阿部重信   阿部重宏   金田東金田 

辰島千鶴   辰島 學   金田平原 

早谷サカヱ  早谷敏夫   市場８の１ 

足立義男   足立トシヱ  金田人見 

桒野昌宜   桒野シゲ子  伊方後谷 

柏村壽一   柏村日出男  赤池桜ＮＴ 

浦田国子   山下敏雄   赤池稲荷町  

小野キソヱ  小野 進   赤池伏原 

竹﨑君江   竹﨑昇造   金田人見   

早川桂子   早川保久   上野上里１ 

内藤敬子   内藤 隆   金田東金田 

水野國利   水野ハツヨ  赤池南町 

森 智恵子  森 重孝   神崎１ 

萬田トミ子  萬田 務   神崎2 

原口シズエ  原口春季   神崎南木 

宮本正人   宮本リツ   上野堀田 

日髙一雄   日髙 新   市場草場 

髙木健治   髙木留吉   伊方西古門 

戸次 偲   戸次勝義   赤池新町 

池田庸夫   池田ミサヲ  赤池中組 

中村マサノ  中村貞雄   赤池東組 

嶋野勝憲   嶋野スミ子  弁城久六 

安延洋子   安延正美   上野上小路 

中山 力   中山ミツル  弁城浄万寺 

麻生ハル子  麻生 滋   赤池東町 

定宗良也   定宗フミヱ  上野板取 

横濱妙子   増本エイ   赤池徳人原 

平川貞子   平川正喜   市場８の２ 

世並徹也   世並愛子   神崎南木 

若林弘史   浦田義信   上野大谷 

中山ミサ子  中山利行  上野天郷団地 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

菊池信子   小林千代子 赤池緑ヶ丘ＮＴ 

長尾 學   長尾スマ子  伊方見六 

谷口 勉   谷口春子   伊方見六 

口石 勉   口石政嘉   赤池上の原 

日髙敏秋   日髙スミヱ  上野皿山 

大木進之   大木マツ   弁城浄万寺 

丸山津多江  丸山冨士夫  赤池猿畑団地 

石川哲志   石川 勉   金田人見団地 

桑野武平   桑野綽子   金田新町2丁目 

兼光之敬   兼光廣一   町営伏原団地  

佐竹フジ子  佐竹喜久雄  金田堀川 

辛嶋敦子   辛嶋 薫   赤池稲荷町 

堀田愛子   堀田 満   金田上金田 

村上 眞   村上壽子   上野常福 

浦田征夫   浦田和枝   神崎福丸 

玉井正昭   玉井ミチ子  金田西金田 

國廣隆一   國廣ツユノ  上野大久保 

永末清香   永末 薫   神崎 

嶋本マスコ  嶋本清治   伊方東ヶ丘  

香月泰信   香月チズ子  神崎笹尾 

柳原修作   柳原ハツヱ  赤池猿畑 

村田恭子   仲村アキヨ  赤池下西町 

松島奈於美  松島繁光   伊方新門  

田中靖子   田中ユキヱ  神崎南木 

山本景子   山本富三   赤池稲荷町 

福田美代子  福田時雄   金田新町 

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 

             次ページへ続く 



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 

※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―６６３

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。 

― ８月 ― 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

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 

松山榮治   松山貫治   金田人見 

久原キクヨ  久原義夫   上野薬王寺 

植髙セイ子  植髙一晏   金田上金田 

中尾キヨ   中尾藤彦   金田本町2 

原田宏志   原田ミツコ  弁城浄万寺 

山口喜美恵  山口友春   金田人見 

原 富美子  松尾静子   赤池高尾通り 

寒竹信夫   日髙ハルヱ  市場草場 

皆川智英   皆川八千代  伊方見六 

木戸美由紀  木戸和久   神崎２ 

杉田サダ子  杉田 守   赤池徳人原 

山田強士   山田ひとみ  伊方中原 

永冨清子   永冨保男   神崎１ 

匿 名    田中マツヱ  弁城新町 

― ９月 ― 

開催日：時間 開催場所 

９月１日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

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 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

浦田智子、政吉 浦田サツエ 金田宝見 

田中聖滋   田中貴美男  神崎南木 

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 

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 


