
平成２７年８月号 Ｎｏ．１０３ 

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２７年６月１６日～平成２７年７月１５日】 

◆一般寄付 
匿 名         １,０００円 

以上    １件    １,０００円 

◆賛助会費 
菊谷 茂     １口 １,０００円 

ソウゴウサービス１２口１２,０００円 

（有）文研   １０口１０,０００円 

（有）堀政建設 １０口１０,０００円 

（株）オンガエンジニアリング 

         ３口 ３,０００円 

つかさ自動車整備工場 

        １０口１０,０００円 

匿 名 １件  １０口１０,０００円 

以上 ７件  ５６口 ５６,０００円 

◆物品寄附    

文 研       古切手 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱  ８６，７６５円 

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

山本 満     山本 クキ   赤池上桜 

太田 孝司    太田 道子   上野中里 

八代 邦枝    八代 明臣   金田上金田 

冨田 俊二    冨田 マサキ  弁城新町 

木村 正弘    木村 正子   市場８の５ 

北代 優子    浦田 吉男   赤池中央台 

北代 優子    浦田 君子   赤池中央台 

柴田 民子    柴田 英和   伊方湧渕団地 

桒野 栄子    桒野 裕俊   金田東金田 

香野 シゲ子   香野 正男   上野堀田 

瓜生田 壽    瓜生田ユキヱ  赤池伏原四丁目 

仲山 惠子    髙﨑 アキノ  伊方鶴ヶ丘 

匿 名      １ 件   

               以上１３件 ２０３,０００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２７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「かえるの学校」や障がい児夏期休暇サポート事業、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。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 22-6631 



       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

岩崎ひとみ  岩崎 修   赤池下町 

永冨政光   永冨千代子  神崎田の口 

村田義美   鈴木啓治   伊方新門上 

大熊葉末   大熊康郷   金田人見 

川西彰二   川西耀子   金田三区 

篠原寛徳   篠原秀喜   田川市奈良 

木村町子   木村渥美   市場８の２ 

中川紀子   中川冨夫   赤池新町 

永原チヨ子  永原瀧芳   伊方古門団地 

和田 茂   和田タマエ  金田平原 

日髙義澄   日髙シゲノ  赤池徳人原 

山下清子   相原 保   神崎南木 

渡邉祝江   渡邉光則   神崎高尾 

松井優久恵  松井一政   伊方中古門 

木村博美   木村彌生   市場８の３ 

宮﨑達也   柴田正子   赤池本町 

逢坂国栄   逢坂 猛   伊方見六 

太田フサコ  太田政文   上野薬王寺 

仲村陽子   仲村孝治   伊方西古門 

勝山みよ子  門柳久吉   赤池伏原   

山根信幸   山根スマ子  市場市場団地 

相原長生   相原廣子   神崎２ 

陶山 寛   陶山勝子   上野常福 

早谷喜久雄  早谷幸子   市場 

藤井ツキ子  藤井卓二   赤池緑ヶ丘 

池田正光   池田勝彦   赤池上の原 

鎌田由美子  鎌田正一   金田新町 

新谷 香   砥綿 夕起子 伊方八幡町 

 平成２６年7月1日～平成２７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。      

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

白水正男   白水宮子   神崎星ヶ丘 

嶋野洋文   嶋野ヒトエ  神崎３ 

猪口聡志   猪口タツ子  赤池本町１ 

長谷川昭治  長谷川ミヱ子 赤池車道４ 

八代俊雄   八代一枝   赤池岩屋組 

河村善明   中川カツ子  金田平原団地 

田口 順   田口伸雄   伊方鶴ヶ丘 

今畑不二子  今畑好一   赤池下西町 

木村五朗   木村一成   市場猿田 

浜部 淳   横田サメ   伊方山の手 

月見克子   月見佳子   伊方前村 

福島典子   福島 正   神崎人見坂 

兼光之敬   兼光愛子   赤池伏原  

末藤佳子   香月新作   赤池大和町 

小松正和   小松則行  上野大浦２の１ 

池田智恵   池田タツヱ  上野高見台 

田中徹三   田中ハツ子  弁城春田 

髙木利明   髙木スミ   伊方西古門 

仲村泰久   仲村タケ子  伊方東ヶ丘 

香月賢一   香月俊雄   弁城宝珠 

荒牧久絵   荒牧和子   金田人見 

原田文夫   原田照彦   伊方丸山 

桑野貞子   桑野博行   市場猿田 

石山アイ子  石山一夫   弁城上弁城 

立花アイ子  立花政人   市場八区 

池田富美子  池田範次   赤池松本 

仲村英俊   仲村マキエ  伊方新門下 

村田道則   村田秀子   伊方西古門 



       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

新留眞知子  新留公博   赤池西ヶ丘 

溝渕香代子  溝渕政只   金田宝見 

中山恒美   中山秀一   赤池生力ＮＴ 

月森眞一   月森久代   弁城新町 

田村博子   田村義宏   弁城上弁城 

太田七重   太田シナ子  上野上里 

香月洋一   香月智彰   弁城迫 

佃 和子   佃 正義   金田宝見 

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 

角田むつ子  角田みどり  金田高見団地 

今宮正輔   今宮タキ   金田上金田 

加来スマ子  加来政人   弁城二川田 

池本正義   池本竹子   伊方後谷 

柴田繁数   柴田カズ子  上野上天郷 

大久保幸子  大久保 雄  上野上里 

木村幸子   早谷キク   赤池松本１ 

小松健吾   小松順子   赤池伏原 

立花秀人   立花ツヤ子  市場八区 

久冨月美   久冨トシ子 弁城2251-4 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

野田藤子   野田佐一郎  金田昭和町 

熊谷タエ子  熊谷哲也   赤池下町 

堀口社喜   堀口志賀子  伊方広谷 

奥永高生   森野芳人   金田上金田 

柴田冨美子  柴田正弘   上野堀田 

松木繁雄   松木初代   伊方後谷 

久冨勝義   久冨武士   弁城久六 

桒野照美   桒野 明   伊方前村 

木村幸代   木村キミ   市場８の１ 

脇坂敦子   脇坂 清   市場猿田 

植髙和子   植髙利秋   金田上金田  

武末フサヱ  武末豊作   上野山崎 

村田一吉   村田フデ   伊方東古門 

北澤要次   北澤道子   赤池緑ヶ丘 

山本康子   山本 繁  赤池緑ヶ丘ＮＴ 

木村キミ子  木村正史   市場８の１ 

原田豊治   原田彌生   伊方丸山 

縄田須美子  縄田隆子   市場７区 

亀谷佐光   亀谷サミキ  赤池伏原 

堀田チエ子  堀田義則   金田222-7 

今川健太   今川孝司   上野大谷 

大城信之   大城トモヱ  赤池車道団地 

立花明子   立花政昭   市場８区 

久冨慶太郎  久冨文子   弁城久六 

青柳 実   青柳スミエ  伊方萩原 

仲村モモ子  仲村大助   伊方新門下 

八代 久   八代トシ子  金田平原 

渡邉亘弘   渡邉 勲   神崎２ 

桑野徳隆   桒野 隆   神崎田の口 

山本克弘   山本政子   赤池本町 

藤田和久   藤田秀人   金田天神町 

           次ページへ続く 



※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 

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 

９月３日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

９月１０日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

９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 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

矢山 洋   矢山祐基   上野大久保 

市丸充徳   市丸 操   東金田松崎 

木下チヅル  木下 章   赤池車道 

吉田みさ   吉田一也   弁城浄万寺 

持丸光子   持丸長俊   弁城新町 

福原照生   福原伊津子  赤池貴船１ 

中村勝博   中村利子   神崎２ 

稲富博文   稲富 愛   伊方平塚 

西田忠実   西田静子   伊方西古門 

       順不同敬称略 

－寄附者―  ―故人―   ―住所― 

山本 満   山本クキ   赤池上桜 

太田孝司   太田道子   上野中里 

八代邦枝   八代明臣   金田上金田 

冨田俊二   冨田マサキ  弁城新町 

北代優子   浦田吉男   赤池中央台 

北代優子   浦田君子   赤池中央台 

柴田民子   柴田英和   伊方湧渕団地 

桒野栄子   桒野裕俊   金田東金田 

匿名 

― ８月 ― 

 子どもが事故にあわないように 

  ・交通ルールを守らせましょう！ 

  ・池や川等危険な場所に近づかないように   

   気をつけましょう！ 

  ・熱中症予防をしましょう！ 

   ※熱中症の予防には、水分補給と 

    暑さを避けることが大切です。 

   ※汗をたくさんかいたら、塩分補給も。 

地域で子どもを見守りましょう！ 

― ９月 ― 

開催日：時間 開催場所 

８月６日（木） 

１０時～１５時 

福智町役場 

赤池支所 

８月２０日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８月２２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 


