
平成２４年３月号 Ｎｏ．６２ 

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１月１６日～平成２４年２月１５日】 

平成２６年度「賛助会員」ご加入について    

福智町社会福祉協議会では、賛助会

員を募集しております。ご賛同いた

だきますようよろしくお願いいたし

ます。 
賛助会費  １口 1,000円 

発行：福智町社会福祉協議会 

平成２７年３月号 Ｎｏ．９８ 

愛の贈り物「ありがとうございました」  
                                     順不同敬称略         【平成２７年１月１６日～平成２７年２月１５日】 

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

吉田 政子    吉田 譲    金田宝見   

丸山 照子    丸山 嘉代子  金田上金田 

谷口 重太郎   谷口 庄太郎  神崎南木 

千手 由美    千手 佐起子  金田西金田 

福原 ユキエ   福原 豊    金田亀ノ甲団地 

新開 弘光    黒岩 美代子  金田人見団地 

掛水 ユキミ   掛水 寿秋   赤池伏原１ 

鈴木 英志    鈴木 幹彦   上野原 

小田 哲也    小田 チヱ子  伊方後谷 

白石 要     白石 情篤   伊方中古門 

相原 隆文    相原 エリ子  神崎南木 

川上 信義    川上 啓子   上野大浦 

小林 茂樹    小林 見代子  弁城迫 

本島 孝博    本島 一郎   赤池暁町 

匿  名     ２件 

              以上１６件 ２７６,０００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。 

◆物品寄附    
笠 淳一    古切手 

匿  名    古切手 

匿  名    魚、各種野菜、果物   

◆賛助会費 
匿  名    ３口  ３，０００円 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱   １２０，１００円 

コスモス電気治療室募金箱   ２５５円 

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。 

開催日：時間 開催場所 

３月５日（木） 福智町役場 

３月１２日（木） 福智町公民館 

３月２８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 

    ― 3月 ― ― 4月 ― 

開催日：時間 開催場所 

４月２日（木） 福智町役場 

４月９日（木） 福智町公民館 

４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

◆一般寄付 
匿  名       ２０，０００円 



戸別募金 ２，１５２，１００ 職域募金 ４７９，５００ 

法人募金 １，０７９，８２６ 個人募金 １４，３００ 

学校募金 ８，６９３ 街頭募金 ７９，４４３ 

イベント募金 ７７，５０３ 設置募金他 １２０，７４３ 

田中歯科医院 上野簡易局 堺商店 （有）上安建設運輸 

福智町赤池誘致企業会 食事処 信子 今畑呉服店(有） 稲垣商店 

安武園芸 赤池協同医院 きのしたデンキ 焼肉ボタ山 

新田川商運(有） (有)文研 バーバーあいべ (株)赤池耐火材料 

慶寿園 猟師小家 中野住宅設備機器 秋元商店 

味八 アワヤ呉服店 高園商店 セブンイレブン赤池店 

（株）タイカン （株）ジェイアート 日野技巧所 八幡窯 

上野焼協同組合 松葉鉄工所 （有）亀井商店 イワタニ九州(株） 

(株)筑豊魚市場 沼口工務店 ビークル上野 正の館 

蔵司 定善寺 筑豊天国社 福智緑化建設(株） 

（株）竹澤建設 （株）赤池重機工業 市場ふれあい交流会  

赤池地区法人募金（企業・商店・他）                       （順不同敬称略） 

 平成２６年１０月１日から１２月３１日までの期間、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が

実施されました。福智町においても共同募金運動を行い、皆様の善意により、多くの募金が集

まりました。この赤い羽根共同募金は、福智町の以下の事業に使われています。 

・子供ボランティア教室          ・社協情報「ふれあい」の発行 

・子育てサロン日本語教室         ・社協だより「きずな」の発行  

・福祉教育読本「ともに生きる」配本    ・フレンドシップミーティングの開催 

・サマースクール「かえるの学校」の開催  ・ボランティア活動推進事業 

・障がい児夏期休暇サポート事業      ・心配ごと相談 など 

平成２６年度赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございました 

募金額合計  ４，０１２，１０８円 

設置募金協力店                                   （順不同敬称略） 

方城温泉ふじ湯の里 活魚寿司たちばな 上野温泉 赤池コスモス診療所 

方城診療所 クラモト花店 ＪＡ田川赤池支所 赤池協同医院 

方城郵便局 山栄石油 田川信用金庫赤池支店 上野の里ふれあい市 

ＪＡ田川方城支所 ＪＡ田川金田支所 金田郵便局 日王の湯 

ニノミヤ 西日本シティ銀行金田支店 田中歯科医院 たくまクリニック 

田川信用金庫金田支店 田川信用金庫方城支店 ドラッグストアモリ 金田福祉センター 

特別養護老人ホーム福智園 なかよしホーム雀のお宿   



金田地区法人募金（企業・商店）                           （順不同敬称略） 

田川信用金庫金田支店 森電機 植田畳店 福岡銀行金田支店 

宇野茶舗 (株）田川構内タクシー 高橋設備工業 ジュエリー柳沢 

矢野造花葬祭 西尾商会 福田アルミ建材 須藤造花葬祭 

植政建設 （有）桑野組 宝見物産(株） 野田工務店（株） 

永末歯科医院 藤浦設備(有） 永末工務店 上野醤油店 

長野酒類販売(有） 吉田環境衛生(有） 森野工業 ひまわり化粧品店 

（株）正興工業 お茶の山本園 （有）コウケン 大門精肉店 

（有）池田商会 （株）ダイタク金属 クララ美容室 （有）ＫＮＫ 

中村木工所 宝見自動車工業(有） 第二長寿園 金田ハム工房 

宝見鉱業(株） オートカナダ 金田カメラ ゆうざき（食堂） 

並川洋品店 圭人窯 原田洋品店 松永洋品店 

久保田車輌 (有）巽工業 西日本シティ銀行金田支店 まつやま内装 

（株）藤食糧 （株）ふじの花 （株）ふじの里 食味倶楽部藤 

田村石油（株） 東鮮魚店 (有）あすかヘルパーステーション 金田郵便局 

荒牧電器 福田食料品店 Ｙショップ山崎（有） 日比生化粧品店 

農協ストア ＪＡ田川方城支所 すぎはら歯科医院 
カメラのアキノ 

グループホームひなたの家 

（株)海渡設計 堀政建設（有） （株）ダイコウリビング （有）オサキ 

（株）三浦製作所 勝木自動車 方城自動車 昭和住宅（株） 

セブンイレブン方城店 （有）久富商店 ながすえ歯科クリニック （有）活魚寿司たちばな 

慈恵病院 弁天うどん 方城厚生会 山栄石油 

青雲塾 田川小売酒販組合方城支部 （有）クラモト花店 新免造園（有） 

保険事務所（進） 久喜建設工業 マサユキ電器 （有）山本工業 

(有）ヒロミ工業 石橋ガーデン 大西商店 木戸安産業（株） 

山口組（有） 九州日立マクセル（株） 筑豊衛生環境（有） 福圓寺 

菊水寿し 田川信用金庫方城支店 中村設備工業 福智町老人会方城支部 

方城地区法人募金（企業・商店・他）                         （順不同敬称略） 

地区外法人募金（企業・商店）                             

（有）宇塚商店    




