
◆香典返し     

－寄附者―    ―故人―      ―住所― 

松本 義隆     松本 アヤ子   赤池稲荷町2 

渡邊 直美     奥永 キミ子   金田人見 

沼口 福江     沼口 幸男    上野鋤木田 

辰島 裕二     辰島 香寿美   金田平原 

中村 正二     中村 保子    金田人見岩渕 

竹下 隆廣     竹下 智恵    伊方新門 

        以上６件    ９０,０００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。 

 

 

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２年６月１６日～令和２年７月１５日】 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱      ６７,１８２円 

◆一般寄附 

匿 名      １件    ７２２円 

◆物品寄附 （フードバンク） 

桑野 純江   米 

貞国 敏子     缶詰、飲料 

匿   名     砂糖、しょうゆ等 

匿   名     米       

匿   名     コーンスープ、コーヒー、砂糖 

匿   名     米、お菓子、ジュース 
※フードバンクとは、家庭や企業で食べきれずに捨

てられてしまう食品の寄付を受け、生活困窮者や福

祉施設に無償で提供する活動のことです。 

◆賛助会費 

(有)上原酒店     １口   1,０００円 

(株)巽工業     １０口 １０,０００円 

ふるさと交流館 日王の湯 

         １０口 １０,０００円 

太田トミヱ     ５口  ５,０００円 

立花工務店 立花義広     

                            ２口  ２,０００円 

大新産業(株) 上田新治    

         １０口 １０,０００円 

福田アルミ建材(株) 

                     １０口 １０,０００円 

(株)オンガエンジニアリング 栗原陽一 

                     １０口 １０,０００円 

(株)スズキ 鈴木周作 

             １０口 １０,０００円 

松山内装      ３口  ３,０００円 

武氏酒店      ５口  ５,０００円 

稲荷神社      ３口  ３,０００円 

(有)稲冨プロパン  １０口 １０,０００円 

保険事務所 進  １０口 １０,０００円 

(株)野田工務店 野田重美     

         ３０口 ３０,０００円 

中川建設(株)    １０口 １０,０００円 

(福)日王福祉会 くぬぎの里 

                     １０口 １０,０００円 

(有)若福 若林良明１０口 １０,０００円 

せら整骨院       ３口  ３,０００円 

つかさ自動車整備工場 

                     １０口 １０,０００円 

(福)サンヒルズふくち会 

                     １０口 １０,０００円 

方城ガラス 髙﨑勝秀 

                            ５口  ５,０００円 

炭火・ステーキ＆ハンバーグくずはら 

                     ２０口 ２０,０００円 

焼肉ボタ山     ５口  ５,０００円 

匿 名 ９件   ６１口 ６１,０００円 

以上３３件  ２７３口 ２７３,０００円 

 

福祉バス・お盆休みのお知らせ 

８月１３日（木）～８月１５日（土） 

上記の期間、金田社会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。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため再度 

臨時休館しておりましたが、令和２年７月 

２２日より入浴のみ再開（カラオケを除く） 

いたしました。休館中はご不便をおかけしま 

したが、今後ともよろしくお願いいたします。 

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、ボラ

ンティア事業、きずなだよりの発行など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 

 

開催日：時間 開催場所 

８月６日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

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 

 ― 8 月 ― 

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。 

※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。 

 総務課 電話  22-6631 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため状況  

 によっては時間の短縮または中止になる場合 

 があります。９月の予定は次号で再度お知ら 

 せいたします。 

※ご利用の際は必ずマスクの着用をお願いします。 

福智町社会福祉協議会、福智町商工会では、ひとり暮らしで交通手段がない方や身体機能の低下

などで、日常の買い物が困難な方などに対して、電話での注文に対して商品の配達および訪問で

のサービスの提供をおこなう商店等の情報を取りまとめ「福智町買い物おとどけ支援店」の冊子

を作成します。 

掲載を希望する商店・事業所は申込書を記入していただき、８月21日までに福智町社会福祉協議

会まで提出をお願いします。（申込書は社協事務所、社協ホームページにあります） 

福智町買い物おとどけ支援店 

①町民全般に対して、電話等での注文に対して、商品（食品、衣類、日用

品、灯油など）の配達、または出張によるサービス（買い物代行、掃除、

電球の交換、電化製品の修理など）の提供をおこなう商店や事業所。 

②福智町内に活動拠点を有する商店または事業所であること。 
 

問い合わせ：福智町社会福祉協議会 地域福祉課 電話 22-3778 

令和２年８月号 

Ｎｏ．１６２ 

※１２時～１３時までは昼食休憩といたします。 



令和元年７月１日～令和２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― 

石谷 良喜    石谷 美智子   伊方野添 

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 

綾部 紀子    綾部 武志    人見岩渕 

田中 ヨウ子   田中 久夫    市場市津 

川村 静夫    川村 静子    赤池西町 

中村 繁生    中村 富子    金田東金田 

榊 隆義     榊 フジ子    伊方東古門 

白石 佐百合   白石 道昭    伊方中古門  

大池 史俊    大池 保房    上野上里二 

相部 智子    相部 精一    金田堀川団地 

中川 キミ子   中川 一二三   伊方後谷 

香野 雄二    香野 文隆    上野堀田 

平塚 千津子   藤本 圓     金田 

大村 憲二   大村 セツ子   伊方東長浦団地 

吉田 幸一    吉田 節子    金田宝見 

元村 正雄    元村 正勝    金田天神町 

泉 誠司郎    泉    保子     伊方前村 

平野 アキ子   平野 敏光    市場草場 

尾崎 勝己    尾崎 マサエ   神崎２ 

田島 幸子    田島 利雄    赤池下桜 

生田 良介   生田 鶴子    ジュエル方信園 

田島 逸子    田島  靖    伊方矢久保 

木戸 弓ヱ    木戸 利男    金田上金田 

皆川 泰広    皆川 マサ子   弁城見六 

久冨 弘幸    久冨 清子    弁城久六 

平部 文紀佳   平部 静子    神崎太陽 

永末 春雄    永末 タツヱ   弁城上弁城 

太田 孝司    太田 キミ子   上野中里 

 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

白石 尚志    白石 千鶴子   弁城宝珠 

平田 正章   平田 美喜江   金田新町３丁目 

太田 哲也    太田 和男    上野中谷 

中野 登美子   中野 忠夫    伊方見六 

田中  近         田中 晴美   市場市津 

芦馬 淳子    芦馬 廣徳    伊方見六 

藤田 武子   藤田 馨二   伊方新門 

鷹﨑 順子   鷹﨑 明    赤池岩屋団地 

大場 弘美   中山 君榮   弁城浄万寺 

坂田 勝彦   坂田 ミヨノ  金田本町 

日野 佳克   日野 喜美男  赤池松本 

安永 静枝   安永 和美   上野鋤木田 

渡辺  豊     渡辺 春豊      弁城久六 

中山 ひとみ  福冨 学       金田新宝見団地 

倉石 サダ子  倉石 政之   伊方東古門 

山田 雪春     山田 明      神崎２ 

三根 愉香   亀田 ふじ美  金田 

早川 常憲   早川 紗稚子  上野上里 

寺崎 次郎   寺崎 ツネ子  金田天神町 

吉田 清次郎  吉田 純子   金田宝見 

葛原  髙     葛原 アヤコ  弁城浄万寺 

髙林 むつみ  髙林 明文   市場八区 

香月 しのぶ  香月 良彦   弁城宝珠 

髙津 良子   髙津 久喜   伊方見六 

太田 裕之   太田 正利   上野大久保 

大島 千恵美  大島 康文   神崎一 

村上 芳文   村上 雅子   市場春日 

江田 澄夫   江田 進      伊方矢久保 

 

 

 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

大久保 満   大久保 八重子 赤池中町 

市岡 真理子  長谷川 トミヱ 赤池本町 

木戸 八枝子  木戸 進      田川市夏吉 

吉田 一知   吉田 絹代   金田宝見 

日高 清子   日高 輝水   市場草場 

朝部 廣美   朝部 シモヱ  伊方中原 

桑野 尚弘   桒野 照美   伊方前村 

香月 信之   香月 オワリ   神崎飯土井 

立花 直文   立花 千秋    市場８の３ 

太田 秀徳   太田 幸男    上野上里２ 

久冨 峯雄   久冨 春美    弁城久六 

永末 禎佑   永末  禮子   上野鋤木田 

宮坂 清子   宮坂 年行    赤池緑ヶ丘NT 

平島 アサミ  平島 友作    上金田 

永末 光一   永末 美佐子   上弁城 

木村 睦子   木村 忠明    神崎七十石 

朝部 英晴   朝部 十三子   伊方中原 

安方 カズ子  安方 一夫    神崎福丸 

鹿畑 八千代  鹿畑 節子    伊方野添 

原田 義博   原田 シゲ子   伊方丸山 

日野 利恵子  日野 孝司    弁城新町 

髙栁 健二   髙栁 孝子    赤池暁町 

森野 正雪   森野 ユキノ   金田上金田 

石谷 学    石谷 直子    伊方野添 

世良 博志   世良 巡子    上野堀田 

木村 主税   木村 一夫    市場8-1 

有吉 百合子  有吉  恙一     赤池 

               コスモスタウン 

小松 ツユ子  小松 静雄   上野大浦1-1 

浦田 秀義   仲村 ミヱコ   弁城久六 

池永 恭輔   池永 和子    赤池東組 

大久保 由紀  大久保 満    赤池中町 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

楠木 正清   楠木 チヨコ    伊方東古門 

平島 光雄   平島 君江     金田上金田 

大石 勝也   大石 スミ子    伊方広谷 

中村 英二   中村 美佐子    市場草場 

芦馬 淳子   芦馬 紀美江    伊方見六 

佃 時馬     佃 道子    金田本町二丁目 

岩猿 芝子   岩猿 正志    伊方後谷 

宮本 祥平   大庭 秀隆    弁城松原 

松尾 重義   松尾 幸代    赤池西寿 

福丸 保子   福丸 道信    弁城草場 

辰嶋 靖子   辰嶋 和彌    金田上金田 

皆川 純子    井手元 一二三  神崎3 

桒野 秀朗    桒野 シヅカ   金田人見境町 

長野 承人    長野 静香    上野大谷 

仲村 千代子   仲村 忠行    伊方西古門 

水永 春美    水永 正人    市場8の2 

平島 一二三   平島 時蔵    金田上金田 

水上 妙子    水上 亨     伊方西古門 

植髙 キサミ   植髙 マホミ   金田上金田 

天賀 和良    天賀 達夫    金田上金田 

陶山 賢二    陶山 寛     上野常福 

太田 東由美   太田 泰徳    上野上里 

世良 直幸    世良 詳子        上野下小路 

中村 友治    中村 緑     金田宝見 

香月 久生      香月 久幸    金田本町3丁目 

岩崎 政雄    岩崎 トモエ   伊方東古門 

松本 義隆    松本 アヤ子   赤池稲荷町2 

渡邊 直美    奥永 キミ子   金田人見 

沼口 福江    沼口 幸男    上野鋤木田 

辰島 裕二    辰島 香寿美   金田平原 

中村 正二    中村 保子    金田人見岩渕 

匿  名    １２ 件 

 


