
平成２６年６月号 Ｎｏ．８９  

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２６年４月１６日～平成２６年５月１５日】 

福祉バス内募金箱     ７６，４８５円 

コスモス電気治療室募金箱    ３０５円    

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

橋田 勝憲    橋田 勝    赤池北町 

木村 三矢子   春永アキ子  神崎小豆田団地 

徳永 トミ子   徳永 清行   赤池岩屋組      

池田 喜代香   髙原 アヤメ  赤池新町 

永末 誠     永末 実    上野原 

井藤 タケ子   井藤 寛治   赤池生力ＮＴ 

井戸 律子    井戸 智明   金田上金田 

葛原 昌二    葛原 直文   伊方野添 

松下 径子    松下 勝美   伊方萩が原 

宇野 淳子    宇野 博之   市場七区 

林 タツヱ    辰島 ナツヱ  金田上金田 

香月 義隆    香月 マスミ  弁城迫 

海出 貴美子   海出 靜男   赤池昭和町 

佐竹 義一郎   佐竹 ヨシエ  金田東金田 

中村 大介    中村 政春   弁城久六 

竹宗 幸子    岩野 勝義   神崎1196 

森 幸男     松岡 スミエ  金田本町二丁目 

嶌田 キミ子   嶌田 久    金田本町 

匿 名 

           以上 １９ 件 ３２５,０００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。 

◆一般寄付 
松岡 杏奈       １,４４５円   

上野焼協同組合    ４０,０００円   

  以上 ２ 件   ４１,４４５円 

◆賛助会費 

中村 龍二 １０口 １０,０００円 

砥綿 夕起子 ５口  ５,０００円 

長崎 三夫  ３口  ３,０００円 

葛原 髙   ８口  ８,０００円 

赤星 重雄 １０口 １０,０００円 

加藤 高弘 １０口 １０,０００円 

千手 律子 １０口 １０,０００円 

荒木 完治  ２口  ２,０００円 

田中 義人  ３口  ３,０００円 

谷口 マス子 ２口  ２,０００円 

荒巻 久美子 ４口  ４,０００円 

冨永 秀元  ５口  ５,０００円 

山﨑 菊一 １０口 １０,０００円 

力久 靖昭  ３口  ３,０００円 

安武 憲明 １０口 １０,０００円 

辻村 榮子 １０口 １０,０００円 

平野 アキ子１０口 １０,０００円 

篭原 雄次 １０口 １０,０００円 

長谷川 浩  ２口  ２,０００円 

桑野 京子  ３口  ３,０００円 

渡邊 巧   ５口  ５,０００円 

白石 勝彦 ２０口 ２０,０００円 

世並 徹也  ３口  ３,０００円 

吉田 泰子  ３口  ３,０００円 

杉本 數男  ５口  ５,０００円 

芦馬 謙二  ５口  ５,０００円 

髙津 鶴己 １０口 １０,０００円 

木月 政弘  ３口  ３,０００円 

匿名 ７件 ３０口 ３０,０００円 

以上  ２１４口 ２１４,０００円 

◆ふれあい基金 

平成２６年度「賛助会員」のご加入について 

賛助会費  １口 1,000円 

 福智町社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の推進を

皆様と共に行い、見守りネットワークの構築や安心・安全

な地域づくり、人材育成等、地域の支え合い体制づくりを

進めています。また、サマースクールや障がい児夏期休暇

サポート事業をおこなっています。これらの事業は皆様か

らの賛助会費によって支えられています。ご協力のほどよ

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 



 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 

― ７月 ― 

開催日：時間 開催場所 

７月３日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

７月１０日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

７月１９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―６６３１ 

― ６月 ― 

開催日：時間 開催場所 

６月５日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

６月１２日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

６月２１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 


