
  お知らせ 

 

 ただいま夏休み中

です。 

家庭・地域が連携し

子どもたちを見守り

ましょう。 

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

永末 信一    永末 ヤス子  弁城上弁城 

松本 正彦    松本 初治   伊方矢久保 

岡﨑 孝直    岡﨑 ハナミ  神崎２ 

五十川 シゲミ  五十川 幸明 赤池緑ヶ丘ＮＴ 

永末 季博    永末 吉子   神崎１ 

永末 文代    永末 保美   弁城上弁城 

永末 喜代美   永末 正啓   弁城上弁城 

金色 久子    金色 政弘   金田東金田 

長谷川 恵洋   長谷川 千里  赤池本町 

谷口 幸子    谷口 勉    弁城見六 

千束 由美子   田外 桂一  赤池生力ＮＴ 

紫 ナラヱ    紫 竹千代   金田宝見 

森 義房     森 房江    金田本町 

長井 誠     長井 フジヱ  弁城新町 

久原 正子    久原 重海   市場七区 

中村 義文    中村 マサノ  神崎１ 

伊丹 トキ    伊丹 虎男   赤池伏原 

谷 憲男     谷 タケ    市場草場 

              以上 １８件 ３５３,０００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２４年８月号 Ｎｏ．６７ 

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２４年６月１６日～平成２４年７月１５日】 

高齢者の健康増進と介護予防のための 

            訪問実施調査のご協力のお願い 

 福智町では、昨年度実施しました「高齢者日常生活圏域ニーズ調査」をもとに把握した二次予防

対象者の介護予防活動をさらに積極的に進めるための取り組みの研究を行うため、方城地区の二次

予防対象者へ看護師や作業療法士が自宅にお伺いして、聞き取り調査を行いますのでご協力のほど

よろしくお願いいたします。調査結果のまとめに際しましては、訪問時に行った内容等をもとに個

人を特定することはございません。また、上記目的以外には使用いたしませんので、看護師等が訪

問の際はご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
◆一般寄付 
匿 名   ２件   １１,０００円 

以上    ２件   １１,０００円 

◆賛助会費 
匿 名   １件   ５口 

桑野 昌博     １０口   

渡邉  巧      ５口  

山﨑 菊一     １０口 

以上   ３０口   ３０,０００円 

◆物品寄附    
相原 保  大根 （配食弁当へ） 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱 １０３，８６５円 

コスモス電気治療室募金箱 １３５円   

 （福智町・福智町社会福祉協議会・東京医科歯科大学・九州大学共同調査研究） 



－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

安田 暁   安田ミサ   伊方八幡町 

田口邦子   田口良人   上野山崎 

鈴木啓三   鈴木 岬   伊方八幡町 

田中敏文   立花ミツヱ  市場市場団地 

岩根真美   工藤一由   弁城岩留団地 

平井トシ子  平井佐知子  伊方後谷 

吉田英美   吉田ユキヱ  金田宝見 

渡 雄子   渡 ユリ子  金田本町 

仁位卯月   中山フジ子  弁城浄万寺 

谷口キミヱ  谷口秀吉   弁城久六 

中山髙義   中山元男   弁城久六 

桒野 隆   桒野厚子   神崎田の口 

糸川清子   糸川シズヨ  伊方鶴ヶ丘 

穴井一己   穴井ミチ子  赤池下桜 

髙木和代   髙木常治   伊方中古門 

足立昭子   足立清信   赤池生力ＮＴ 

仲村ミヱコ  仲村直行   弁城久六 

柿原健嗣   柿原 満   神崎福吉 

山中明仁   山中いづみ  弁城久六 

田口喜久代  豊福 忠   金田宝見 

長尾幸子   長尾 学   伊方長浦 

大井明子   藤井元子   赤池下町 

原田和枝   原田秀樹   伊方丸山住宅 

木村長政   木村信代   市場猿田 

永田鈴子   永田トシ子  神崎太陽区 

下坂元千代子 下坂元鉄男  金田亀の甲 

江口久美子   江口春子   伊方鶴ヶ丘 

荒木セツ子   荒木光義   神崎2 

堀川勇治    堀川國治   弁城宝珠 

桑野清音    桑野サダエ  市場市津 

田中美津江   田中正博   上野大谷 

末松加代子   末松直之   伊方見六 

吉田由美子   荒木フミ子  神崎２ 

        順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

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 

安延シズヱ  安延勝美   上野下小路 

福田朱美   福田修一   金田本町２ 

春永ヤエ子  春永亀雄   神崎七十石 

仲島安彦   仲島弘子   伊方中古門 

野上初美   野上信子   神崎２ 

栗田浩市   栗田京子   弁城新町 

川森久夫   川森佐恵子  上野常福 

黒川靖美   黒川 満   金田平原 

永岡ノリ子  永岡義文   弁城浄万寺 

池田勝彦   池田千代子 赤池上ノ原団地 

鶴元文子   鶴元光秋   金田東金田 

長原研一   小松チズ子  上野大浦 

小松義充   小松義一   上野大浦 

松本 明   松本 寛   金田上金田 

中山キヨ子  中山信義   弁城浄万寺 

坂本ソエ子  坂本嘉博  赤池緑ヶ丘ＮＴ 

田中美子   田中英徳   弁城春田 

山内節夫   山内アサコ  赤池徳人原 

永岡智彦   永岡ノリ子  弁城浄万寺 

森藤俊男   森藤弓子   神崎2 

天目山興国禅寺 横山百合子 上野堀田 

安田 明   安田キヨ子 伊方東長浦団地 

原田和年   原田ハマノ  伊方丸山 

中西則幸   中西ナルエ  赤池北町 

森 勝代   森 秋吉   神崎1 

香月波津子  香月富貴   弁城宝珠 

坂井俊彦   坂井ヤエ子  伊方古門団地 

今川朝子   今川静夫   上野大谷 

 昨年の平成２３年7月1日～今年の平成２４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― 

時田義輝   時田正一   金田人見 

長田幸江   長田澄江   金田本町 

池口マサ子  池口正行   金田人見 

大塚 彰   大塚朝男   市場吉ヶ浦 

桑野孝則   桑野新作   市場 

高園久仁子  高園キヌ子  赤池伏原 

永末育代   永末直    弁城宝珠 

渡邊教子   石橋安太郎  上野原田 

吉田絹代   吉田征勝   金田宝見 

山下初美   柳沢タヅエ  金田昭和町 

増田美子   増田 栄   赤池北町 

松村靖征   松村サツキ  金田人見 

朝部一一   朝部マサコ  伊方中原 

立花美智雄  立花清美   伊方中原 

仲村安夫   仲村静江  神崎柿添団地 

香月美則   香月シズ子  弁城迫 

進藤桂介   進藤幸子   赤池 

松田勝美   松田ミヨ子  赤池北町 

石橋幸子   石橋勝己   伊方長浦 

竹下節子   仲谷徳行   伊方東古門 

下稲加代子  下稲實志   赤池中町 

稗田耕二   稗田敏文   伊方犬星 

大久保克己  瀬戸英子   赤池車道 

松本 勇   松本アキ子  伊方平塚 

久富春美   久富龍彦   弁城久六 

池田スズ子  池田敏美   赤池十区 

山本鉄也   山本サチ子  神崎飯土井 

今崎榮子   今崎良一 赤池赤池ＮＴＡ 

井上冨士男  井上キリノ  伊方中古門 

鎌田エミ子  鎌田義照   赤池東町 

福原慎二   福原トシ子  伊方後谷 

玉井慶子   玉井愛廣   神崎田の口 

田島宗雄   田島ミツ子  弁城野地 

平元明美   平元一夫   赤池生力 

原田菊枝   原田高吉   上野天郷 

福髙也男   福髙道雄   伊方東古門 

麻生久子   麻生ハル子  赤池東町２ 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

乾 眞理子  乾 千鶴   赤池車道２ 

浦田智美   浦田勝仁   神崎１ 

井手本イチ子 井手本正信  金田上金田 

原田文夫   原田フミノ  伊方丸山 

朝部達生   朝部實太郎  伊方中原 

柴垣尚孝   柴垣ノブ子  伊方鶴ヶ丘 

焼山利雄   焼山カヲル  赤池高尾１ 

焼山利雄   磯田 忠   赤池高尾１ 

原田靖弘   原田フエノ  伊方丸山 

田中照英   田中梅男   神崎福吉 

藤永義彦   藤永種義   神崎２ 

原田保子   永冨ヤヱ子  神崎１ 

香月利子   香月和義   上野天郷 

杉浦紀夫   相原一廣   神崎１ 

渡邉マス子  渡邉重則   神崎２ 

福留佳子   相原ツルヨ  神崎若草団地 

浦田嗣則   小野辰子   上野大谷 

向居キヌヱ  向居正一   赤池伏原 

植田キソエ  植田年昭   伊方西古門 

堀池弘幸   堀池秋正   金田人見境町 

小栁照男   小栁スガ   赤池貴船 

太田順一郎  太田キヨミ  市場草場 

窪井徳子   渡邉ミツ子  神崎2 

平元和敏   平元ヨシミ  上野天郷 

皆川春彦   皆川トクエ  上野堀田 

深瀬清一   深瀬 繁   金田平原 

西宇俊貴   西宇房江   上野諏訪山 

嶋本トシ   嶋本敏春   伊方山ノ手 

木戸順子   木戸昭二   伊方東ヶ丘 

本田絹子   本田弘士   赤池中町 

原口勝利   原口キヨノ  神崎2 

亀谷和栄   亀谷清一   赤池伏原 

藤井保男   藤井冨士子  市場長浦 

堀田節子   堀田卓一   金田上金田 

大島重文   大島ミヨ子  神崎1 

中村博幸   中村竹人   金田宝見 

            次ページへ続く 



開催日：時間 開催場所 

８月２日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

８月９日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８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 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― 

浦田アザミ  浦田 渉   上野大谷 

白石隆男   白石岩男   伊方中古門 

日髙八重子  日髙邦夫   市場草場 

春永靖司   春永ユキヱ  神崎七十石 

谷 芳喜   谷 昭治   市場草場 

白石照夫   白石トヨコ  弁城二川田 

永末信一   永末ヤス子  弁城上弁城 

松本正彦   松本初治   伊方矢久保 

岡﨑孝直   岡﨑ハナミ  神崎２ 

五十川シゲミ 五十川幸明 赤池緑ヶ丘ＮＴ 

永末季博   永末吉子   神崎１ 

永末文代   永末保美   弁城上弁城 

永末喜代美  永末正啓   弁城上弁城 

金色久子   金色政弘   金田東金田 

長谷川恵洋  長谷川千里  赤池本町 

谷口幸子   谷口 勉   弁城見六 

千束由美子  田外桂一   赤池生力ＮＴ 

紫 ナラヱ  紫 竹千代  金田宝見 

森 義房   森 房江   金田本町           

— ９月 — 

開催日：時間 開催場所 

９月６日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

９月１３日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

９月１５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― 

谷川福政   谷川タミエ 赤池ひまわり 

髙津定則   髙津梅子   伊方広谷 

原口愼一郎  原口リツ子  神崎２ 

川森久夫   川森八重子  上野常福 

長原研一   塙 三郎  赤池岩屋団地 

日髙義行   日髙好枝   市場草場 

松本義和   松本アツ子  伊方平塚 

桑原利行   桑原秋枝   金田天神町 

白井 久   白井重夫   上野堀田 

河野興治   河野ミドリ  神崎太陽 

池永リウ子  池永 登   伊方中古門 

荒巻 實   荒巻妙子   伊方東ヶ丘 

桒野眞峰   桒野ハル子  赤池貴船 

日比生睦子  日比生常男  神崎1 

長谷川 隆  長谷川ツヤ子 赤池西町 

浦田英治   浦田紘平   赤池ＮＴ 

松岡勝彦   松岡マサ子  伊方野添 

蜂屋隆子   蜂屋憲一   金田堀川 

山﨑貴子   中村キサコ 赤池赤池団地 

平成2４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を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 福智町社会福祉協議会 総務課 22-6631 


