
◆香典返し     

－寄附者―    ―故人―      ―住所― 

縄田 須美子   木山 英士    市場石松 

石谷 良喜    石谷 美智子   伊方野添 

花石 眞由美     花石 直行    伊方新門上 

矢野 マリエ   原田 ツルエ   弁城春田 

白石 フク    白石 健一    伊方鶴ヶ丘  

福専寺（住職） 
福髙 正晃    福髙 也男    伊方東古門 

井手本 照也   井手本 龍一   金田上金田 

福井 祐章    福井 摩由子   金田昭和町 

田口 一枝    田口 龍男    上野上里二 

松尾 国夫     田 マキヱ    伊方丸山 

松山 啓子    大久保 幸子   上野山崎 

        以上１１件  ２１０,０００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。 

 

令和元年８月号Ｎｏ．１50 

 

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         【令和元年６月１６日～令和元年７月１５日】 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱    ９０,９３５円 

◆一般寄附 

匿 名      １件 １１ ,０００円 

◆物品寄附 

匿 名      古切手       

植田 辰生     レタス、人参          

◆賛助会費 

(株)ムラサキ圧送   5口   5,０００円 

(株)野田工務店  ２０口   ２０,０００円 

(株)筑豊商会    ３口    ３,０００円 

(有)山本工業   １０口   １０,０００円 

朝部 英晴      ２口    ２,０００円 

木月工業    ５０口   ５０,０００円 

くずはら     ５口   5,０００円 

(株)スズキ    １０口 １０,０００円 

(有)稲冨プロパン １０口 １０,０００円 

ふる里交流館 日王の湯 

        １０口 １０,０００円 

(株)巽工業    １０口 １０,０００円 

(有)デリバリーサービス 

        ３０口   ３０,０００円 

沼口工務店    ３口  ３,０００円 

せら整骨院    １口  １,０００円 

としょパン    ３口  ３,０００円 

サンヒルズふくち会 

        １０口 １０,０００円 

カーサービス中山 ５口  ５,０００円 

あやめ訪問看護ステーション 

        １０口 １０,０００円 

匿 名 ５件  ４５口 ４５,０００円 

以上２３件 ２４２口 ２４２,０００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、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。 

            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 

令和元年度「賛助会員」のご加入について 

 

※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 

８月１日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

８月８日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８月１７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 

開催日：時間 開催場所 

９月５日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

９月１２日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

９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 

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。 

― ９ 月 ― ― ８ 月 ― 

ファミリーサポート事業では 

         子どもの一時預かりを行っています 

子育てを応援する事業です 

 

福祉バス・お盆休みのお知らせ 

８月１３日（火）～８月１５日（木） 

上記の期間、福祉センター並びに福祉バスをお休みさせていただきます。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

冠婚葬祭のとき・・・ 

病院に行くとき・・・ リフレッシュしたいとき・・・ 

早出や残業で子どもの送迎ができないとき・・・ 

そんなとき、わが子を預かってくれるサポートです 

利用者の声 

会員登録 

援助終了後にまかせて会員

さんへの料金の支払い 

利用の流れ 

おねがい会員 

育児の援助を受けたい方 

まかせて会員さんの紹介 

活 動 

ファミリーサポートセンター 

（福智町社会福祉協議会 地域

福祉課）へ援助活動の依頼 

まかせて会員さん（育児の援助

を行う方）との事前打ち合わせ 

連絡先・お申し込み先  福智町社会福祉協議会 地域福祉課  ☎0947-22-3778 

利用料金 
○月～金曜日                    ○土・日・祝日・年末年始 

 AM6：00～PM8：00  １時間 ５００円      左記以外の時間帯   １時間 ８００円 

※預かれるお子さんは６ヶ月～小学６年生までです。兄弟での利用もできます。 

急なお願いでも、きちんと預かってくれる方をみつけてくれて、すごく助かっています。 

皆さん、子どもに理解のある方なので安心して預けられます。 

時間の融通などもしてくれて、本当に助かっています。（N・Kさん） 



平成３０年７月１日～令和元年６月３０日までに亡くなられた方で、

香典返しのご寄付を社会福祉協議会に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― 

仲島 義光   仲島 久子   伊方清先 

池田 雅文   池田 知之   赤池九支所 

仲村 清秋   仲村 サカエ  伊方西古門 

平元 カヅコ  平元 亘    金田高見団地 

永冨 隆行   大宮 芳子   神崎１ 

須藤 千鶴子  須藤 通生   金田天神町１ 

神田 賢一   神田 英子   金田新町３ 

鎌田 明子   加来 スマ子  弁城二川田 

上野 勝人   上野 アサコ  金田敷島 

永末 修策   永末 千枝子  弁城上弁城 

中村 末男   中村 一夫   伊方萩ヶ原 

勝木 浩一   勝木 ユキノ  伊方新門 

岩田 一瀧   岩田 サダ子  赤池車道２ 

早谷 保美   早谷 サカヱ  市場市津 

松田 正幸   松田 タマヱ  赤池朝日町 

植髙 カツ子  植髙 芳己   金田平原 

森 宏太郎   森 義房    金田本町１ 

中村 史子   中村 三郎   金田岩渕 

立花 宗治   立花 ミツ江  赤池伏原 

松山 範昭   松山 志津枝  金田本町 

夛田隈 博雄  夛田隈 スミ子 神崎１ 

武末 トシ代  武末 昭一   上野山崎 

小松 春義   小松 美代子  上野大浦 

満倉 明美   定宗 キヌ子  上野中里 

中山 孝則   中山 八重子  弁城浄万寺 

仲村 孝憲   仲村 薫    伊方新門下 

立花 千代子  立花 和夫   市場石松 

田中 マチ子  田中 誠    赤池猿畑 

森 貞子    森 美智子   神崎１ 

橋本 博行   橋本 俱子   伊方山の手 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

芳野 艶子   芳野 初茂   伊方見六 

桑野 俊平   桑野 チサト  金田本町３ 

國廣 シズ子  國廣 敏郎   上野大久保 

太田 正人   太田 ヤス子  上野山崎 

田島 千年   田島 正行   赤池車道 

桒野 太郎   桒野 紀子   伊方犬星 

桑野 隆泰   桑野 悦子   伊方犬星 

松野 ゆかり  松野 孝洋  神崎星ヶ丘団地 

三村 和子   三村 貢作   金田新町２ 

松島 妙子   松島 利秋   伊方新門上 

谷口 智恵美  谷口 マツノ  弁城春田 

村上 双葉   村上 澄夫   弁城草場 

宮脇 一彦   宮脇 文弥   神崎１ 

山本 光明   山本 和美   金田平原 

永末 晃宏   永末 一枝  金田亀ノ甲団地 

香月 眸    香月 ツヤ子  弁城迫 

岡本 政彰   岡本 國義   弁城草場 

近藤 良戒   近藤 小夜子  金田東金田 

松永 弘子   松永 清    赤池九支所 

大久保 政之  大久保 利雄  上野原 

松井 清司   松井 房子   伊方中古門 

相原 光春   相原 厚士   神崎２ 

中山 新    中山 義數   弁城浄万寺 

若林 智恵子  若林 岩雄   神崎２ 

長谷川 都津留 長谷川 輝一  市場猿田 

森本 弘行   森本 正勝   伊方後谷 

若林 敬    若林 ムツエ  神崎２ 

川村 秀雄   川村 スギ子  金田人見 

澤井 智美   竹下 光夫   赤池花園  

久冨 好幸   久冨 慶太郎  弁城久六 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

吉田 春治   吉田 ミサ子  金田宝見 

吉田 由美子  吉田 福美   金田宝見 

水崎 智和   水崎 ちえみ  上野原田 

芳賀 幸夫   芳賀 ユキエ  伊方東区２ 

鶴森 信一   鶴森 照夫   上野諏訪山 

河口 匡男   河口 瑠美子  金田宝見 

伊藤 信彦   伊藤 サカエ  金田堀川 

吉田 保之   吉田 光義   弁城春田 

諌山 矢    諌山 洋子   市場８の５ 

福田 昌平   福田 美代子  金田新町 

平田 ちより  立花 ツキ子  赤池中町 

鶴田 修二   鶴田 フサ子  赤池徳人原 

仲谷 藤徳   仲谷 マサ子  伊方東古門 

松本 則夫   松本 タツヱ  伊方西古門 

香月 弘子   香月 良脩   弁城宝珠 

田村 友浩   田村 弘子   神崎福丸 

竹井 和子   宮本 元治   赤池団地 

久本 実    久本 由美子  弁城草場 

植田 秋彦   植田 コノミ  伊方中古門    

倉石 大輔   倉石 典夫     赤池稲荷町２ 

奥永 昌三   池永 スミ子   赤池九支所東組 

藤井 千惠子  藤井 甲子生    赤池９区東組 

植髙 文夫   植髙 カツ子    金田平原 

堀江 義美   堀江 輝義   弁城三本松 

久富 和香   久富 太司   弁城久六 

藤田 英徳   藤田 伸子   赤池西町 

立花 登明子  立花 政勝   市場８の３ 

嶋田 賢司   嶋田 ミドリ 赤池緑ヶ丘ＮＴ 

大石 雅一   大石 ミサコ  伊方後谷 

太田 敦子   太田 五郎   上野山崎 

松本 修二   松本 アサエ  伊方平塚 

松本 京子   松本 文雄   伊方西古門 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

久保 眞知子  久保 トモヱ  伊方鶴ヶ丘 

栗原 美枝子  栗原 洋一   金田西金田 

大久保 一二  大久保 ツチ子 上野四区 

村上 眞    村上 幹子   上野常福 

浦田 イツエ  浦田 明    伊方鶴ヶ丘 

松本 忠臣   松本 啓子   伊方西古門 

太田 孝俊   太田 日出子  上野原 

吉田 節子   吉田 幸平   金田宝見 

皆川 マサ子  和唐 安夫   伊方見六 

福島 龍広   福島 ツギ子  伊方新門団地 

石田 利文   石田 シゲ子  伊方東古門 

大久保 琢磨  大久保 敬   赤池猿畑 

池永 豊明   池永 タケ子  伊方中古門 

永末 民代     永末 英貴     弁城上弁城 

山本 ふき江    山本 利政   伊方矢久保 

大久保 数枝    大久保 和仁  上野山崎 

川森 久夫   川森 たづ子    上野常福 

花野 昭      花野 洋子   赤池車道団地 

新開 弘光     横山 シゲミ  金田 

渡辺 文彦     渡辺 美佐子    弁城浄万寺 

末光 洋子     末光 立身     上野高見台 

井上 和久     井上 正雪   伊方中古門 

髙栁 吉治     髙栁 英子   神崎星ヶ丘 

仲谷 信次郎    仲谷 千代子    金田堀川団地 

佃 健治      佃 サダエ     伊方野添 

葛原 清剛     葛原 アヤ子    弁城浄万寺 

原田 安夫     原田 ミウキ    伊方丸山 

縄田 須美子  木山 英士     市場石松 

石谷 良喜   石谷 美智子  伊方野添 

花石 眞由美  花石 直行   伊方新門上 

矢野 マリエ  原田 ツルエ  弁城春田 

匿  名 

 

 


