
◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

八隅 達己    八隅 ヨシ子  草場上組  

小泊 カズ    小泊 由照   金田東金田 

池永 吉治    池永 千代   赤池10区中組 

仲村 渡     仲村 幸子   伊方中古門 

森藤 百合子   森藤 チヱ子  神崎２              

髙下 保夫    髙下 タマヱ  伊方丸山 

平島 新雄    平島 フジミ  金田上金田 

加口 澄子    加口 照生   伊方見六 

法村 順子    法村 照男   金田平原団地 

森本 エイ子   森本 新    赤池松本 

立花 サチヨ   立花 寳    市場8の3 

桑野 紀子    桑野 志保   伊方犬星 

赤金 靖子    赤金 国弘   伊方野添 

松木 金治    松木 貢    神崎４福丸 

宇都宮 昌子   宇都宮 秀二郎 赤池稲荷町 

萬田 一郎    萬田 尊司   神崎２ 

              以上１６件 ３６５,０００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２５年６月号 Ｎｏ．７７ 

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２５年４月１６日～平成２５年５月１５日】 

◆物品寄附    

匿 名  魚、各種野菜（配食弁当へ） 

相原 保 ネギ（配食弁当へ） 

福祉バス内募金箱   ９４，４１６円 

コスモス電気治療室募金箱  ５７５円 

◆ふれあい基金 

◆一般寄附 
匿 名  ２件    ２０，０００円  

泉 保子        ８，０８７円 

上野焼協同組合    ４０，０００円 

津軽三味線 新田昌弘 １２，０００円  

以 上  ５件    ８０，０８７円 

発行：福智町社会福祉協議会 

◆賛助会費 
砥綿 夕起子  ５口  ５,０００円 

田中 義人   ３口  ３,０００円 

荒巻 久美子  ５口  ５,０００円 

金山 文雄   ２口  ２,０００円 

中村 龍二  １０口 １０,０００円 

篭原 雄次  １０口 １０,０００円 

安永 重人   ３口  ３,０００円 

加藤 高弘  １０口 １０,０００円 

赤星 重雄  １０口 １０,０００円 

力久 靖昭   ３口  ３,０００円 

本田 美津江  ２口  ２,０００円 

徳久 公博   ５口  ５,０００円  

渡邉 巧    ５口  ５,０００円 

辻村 栄子  １０口 １０,０００円 

芦馬 謙二   ５口  ５,０００円  

長崎 三夫   ３口  ３,０００円  

岩本 益見   １口  １,０００円 

奥野 サカヱ  ５口  ５,０００円 

長谷川 浩   ２口  ２,０００円 

安武 憲明  １０口 １０,０００円 

桑野 京子   ３口  ３,０００円 

荒木 完治   ２口  ２,０００円 

木月 政弘   ３口  ３,０００円  

山﨑 菊一  １０口 １０,０００円 

葛原 髙    ５口  ５,０００円 

冨永 秀元   ６口  ６,０００円 

杉本 數男   ２口  ２,０００円 

千手 律子  １０口 １０,０００円 

白石 勝彦  ２０口 ２０,０００円 

匿 名 ７件 ３８口 ３８,０００円 

以上３６件２０８口 ２０８,０００円 



平成２５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、サマースクール「かえるの学校」、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行っています。賛助会員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。 

※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。  

          賛助会費 １口 １，０００円 

                         

                       福智町社会福祉協議会 総務課 電話22-6631 

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。 
   

 — ６月 — 

※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 22-6631 

開催日：時間 開催場所 

６月６日（木） 福智町役場 

６月１３日（木） 福智町公民館 

６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 

— ７月 — 

開催日：時間 開催場所 

７月４日（木） 福智町役場 

７月１１日（木） 福智町公民館 

７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 

雇用保険を受給できない求職者の皆様へ 

              ～「求職者支援制度」があります！～ 

 職業訓練によるスキルアップで早期就職を！ 

①求職者支援訓練など無料で受講できます。 

②訓練期間中等も、ハローワークが就職支援を行います。 

③一定の要件を満たす方に訓練期間中、給付金を支給します。 
 

○詳しくはお近くのハローワーク窓口又は、福岡労働局求職者支援制度へ検索 

 

「求職者支援訓練」とは 

 雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受け

た職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、

特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。 

 

         ＊＊厚生労働省・福岡労働局・ハローワーク＊＊ 


