
◆香典返し     

－寄附者―    ―故人―      ―住所― 

牛島 美幸     松本 良幸    金田平原 

髙木 健治     髙木 敏子    伊方西古門平塚 

篠原 直美     篠原 正末    上野上天郷 

大久保 良     大久保 美智子  上野山崎    

        以上 4件    ７０,０００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3年6月16日～令和3年7月15日】 

福祉バス・お盆休みのお知らせ 

８月１３日（金）～８月１５日（日） 

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。 

令和３年８月号 

Ｎｏ．１７４ 

◆ふれあい基金 
福祉バス内募金箱    ６４,５８１円 

 

◆一般寄附 
方城自動車 谷口澄隆         ３０,０００円 
デイサービス生力ユーカリ園       ２,０００円 
匿  名                    １,４２３円             
匿  名                    ２,０００円 
匿  名                 ２０,０００円           

◆物品寄附（フードバンク） 
(有)久富商店       しょうゆ 
桑野 純江       米、調味料 
匿   名        魚、野菜他 
※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、
生活困窮者等に無償で提供する活動です。 

◆物品寄附 
匿  名        古切手、はがき 
匿  名        ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞﾊﾝｶﾞｰ、 
            ふとん圧縮袋他 

心配ごと相談では近隣とのトラブル、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。 

開催日：時間 開催場所 

８月 ５日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

８月 １２日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

８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 

 ― 8 月 ― 

※１２時～１３時までは昼食休憩といたします。 

※ご利用の際は必ずマスクの着用をお願いします。 

心配ごと相談スケジュールについて 

 認知症のご家族を介護されている方や過去に介護されていた方が、お互いに日ごろの思いや体

験を話したり、活動を通して元気になることを目的としています。「一人じゃない」「仲間がい

る」という思いは介護をするうえで大きな力になります。お互いの体験や情報交換を通して介護

のヒントもみつかるかも・・・。 

ぜひ、お気軽にご参加ください♫ 

  ◎対象者   福智町在住で、認知症のご家族を介護されている方  

         または、過去に認知症のご家族を介護されていた方 

  ◎場所    会場：赤池中央公民館 2階研修室  

 

 

 

 

 

 

     ＊活動内容は状況により、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。 

  ◎お問い合わせ・申し込み先： 福智町地域包括支援センター：0947-22-9502 

今後の予定 内容 時間 備考（講師等） 

９月 ３日（金） ウン知育教室(健康講座) １０時～１１時 ヤクルト販売(株) 

１１月 ５日（金） グラウンドゴルフ １０時～１１時 自主活動 

福智町社会福祉協議会では、共に生きるまちづくり計画の推進を

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ます。 

また、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３年度「賛助会員」のご加入について 

 会長就任のごあいさつ 

     「原点は継承し、時代にあった取組みを実行する」  
 

 季夏の候、町民の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び 

申し上げます。また、平素から福智町社会福祉協議会の活動に対しましてご 

支援を賜り、心より感謝申し上げます。 

  私こと、嶋野勝は、令和３年６月３０日の理事会におきまして、会長職を 

 拝命いたしました。福智町長時には、町民の皆様に健康面で大変ご心配をお 

 かけするとともに、町民の皆様の思いを道半ばにおいて、町政に反映するこ 

 とが叶わず深くお詫び申し上げます。 

  今回、私のライフワークでもあります、「福祉と教育」の中で、福智町社 

 会福祉協議会会長として地域福祉に携わる機会をいただきましたことは大変 

 光栄であるとともに、その責務を痛感しており、地域の皆様が「安心・安全で幸せな地域生活」ができ 

 るよう精進するとともに、少しでも町民の皆様に恩返しができればと思っております。 

  社会福祉協議会の諸先輩方が目指してきた「安心・安全な地域社会の創造と幸せな地域生活の実現」  

 を継承していくとともに、その時代に、その地域に、その課題に対応した仕組みを作りだし、共に支え  

 あう地域づくりを行ってまいりますので、町民の皆様はじめ関係各位のさらなるご理解とご支援を賜り 

 たくお願い申し上げます。最後にコロナ禍と猛暑での体調管理に十分留意されますようお願い申し上げ 

 まして就任のご挨拶とさせていただきます。 

令和３年８月     福智町社会福祉協議会    会 長  嶋 野  勝  



令和２年７月１日～令和３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― 

石元 実代子  石元 浩     金田上金田 

渡辺 篤史   渡辺 文彦    弁城浄万寺 

香月 成文   香月 洵子    金田天神町 

中村 ナツ子  中村 太     弁城久六 

朝部 みどり  桃坂 正巳    伊方中原 

松島 香代子  松島 正己    弁城(新門上) 

大隈 美佐代  大隈 正行    伊方東古門 

永末 小夜子  永末 次男    伊方見六     

丸山 隆徳     丸山 隆       金田上金田 

松下 幸二   原田 トシ子   赤池下町2 

吉田 忠敬   吉田 弘     赤池生力ﾆｭｰﾀｳﾝ 

豊田 祐香   豊田 シズ子   伊方八幡町 

武内 亮子    田 愛子    伊方東ヶ丘 

村坂 和夫   村坂 和秋    伊方塚口 

久原  猛     久原 アヤ子    市場市津 

森野 末子   森野 實男    金田平原 

山本 光吉   山本 幸男    金田上金田 

若林 隆利   若林 ユリコ   神崎下神崎 

太田 博    太田 君子    上野大久保 

坪根 小夜子  坪根 博     金田東金田 

大島 泰子   大島 哲雄    神崎1 

森 純一    森 五月   赤池北町2丁目 

 田 敦子    田 公元      弁城浄万寺 

水上 則秋   水上 康子      伊方野添 

丸山 鈴子   丸山 健二郎     赤池貴船三組 

石橋 勝憲   石橋 順惠    伊方長浦 

田畑 弘美   田畑 ハナヱ   金田昭和町 

本山 佳宏   加治 智子    金田東金田 

熊谷 修二   熊谷 光子    上野上小路 

仲島 勝則   水上 芳子    金田東金田 

石橋 三知恵  石橋 勝憲    伊方長浦 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

中原 和義   中原 スミエ   上野薬王寺 

早川 まさみ  早川 和文    赤池伏原 

伊野 直登   伊野 久登    伊方後谷 

中山 重男   中山 ツヤ子   弁城浄万寺 

香月 隆司     香月 美津子  弁城迫 

花石 綾      花石 正春   伊方新門 

山﨑 カズヱ    山﨑 菊一   弁城県営方城団地 

中山 モモヱ    中山 髙義   弁城久六 

木山 萩生     木山 照江   金田東金田 

月島 恒子     月島 友喜   伊方東ヶ丘 

山本 桂子     山本 博幸   弁城二川田 

石見 和子     石見 重吉   赤池伏原 

川森 豊      川森 久夫   上野常福 

福田 信俊     福田 ヨシカ  弁城二川田 

吉田 ミサ子  吉田 康男   金田宝見 

仲村 ミサ子       

        英明    

野村 二三   野村 雅敎   上野中谷 

花田 美保子  大島 トキヱ  神崎福丸 

桑野 千鶴子  桑野 五一   金田東金田 

仲村 泰彦   仲村 浩    伊方中古門 

田中 美寿子  田中 末人   弁城迫 

仲島 義一   仲島 繁子   伊方東古門 

浦田 早刀   浦田 キミ子  上野大谷 

髙栁 真里   髙栁 健二   赤池車道 

溝尾 正敏   溝尾 静香   赤池松本 

吉田 大悟   吉田 モトヱ  金田宝見 

吉田 ソノエ  吉田 玉市   金田宝見 

赤金 靖子   赤金 直樹   伊方野添 

杉山 義親   杉山 フサ子  神崎人見 

 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

福本 照子   福本 富也   神崎南木 

川村 進    川村 秀雄   金田人見 

安武 タツ子  安武 敏紀   上野薬王寺 

越智 よし子  越智 亨    上野中谷 

香月 豊博    香月 節子  弁城県営方城住宅 

田端 いづみ   田端 辰雄   上野大谷 

加藤 文生    加藤 清子   赤池高尾 

矢島 夕起子   仲村 五百子  金田人見 

田島 利美    田島 チヅヱ  弁城上弁城 

福島 慶子    福島 重利   神崎七十石 

木森 朝子    木森 惣市   伊方中古門 

永末 守生    永末 季博   神崎神崎1 

香月 徳子    香月 孝    伊方見六 

貞國 まち子   貞國 憲史   神崎南木 

松村 敦美    松村 重治   伊方犬星 

神野 萬亀子   神野 一郎  赤池松本1丁目 

桑野 義昭    桒野 悛子     神崎1田の口 

 本 猛・祐子   本 典子   赤池下町 

吉田 陽子    吉田 ヒサ子  神崎太陽区 

田口 政文    田口 節子   上野山崎 

倉岡 光博    倉岡 千代子  赤池高尾1 

原 智子     原 忠彦    伊方広谷 

葛  一夫    葛  重幸    金田宝見 

小松 美智子   小松 節夫   上野大浦 

永末 清文    永末 春雄   弁城上弁城 

山﨑 和雄   山﨑 カズヱ  弁城県営方城団地 

福田 ヤス子   福田 正人   伊方鶴ヶ丘 

仲村 小夜子   仲村 英行   伊方東古門 

匿  名      藤本      金田宝見 

高野 佐智子   高野 ヒサ子  神崎星ヶ丘 

永末 守生    永末 富美子  神崎一 

仲村 浩一    仲村 安夫  神崎柿添団地 

田村 康紀    守田 祐輔   金田宝見 

 

順不同敬称略 

－寄附者―   ―故人―    ―住所― 

河野 敏郎    河野 岩夫   赤池下西町 

元村 正雄    元村 五月   金田天神町 

平川 義臣   平川 展子    金田本町4丁目 

春永   和弘 

            美和子    

山口 清高   山口 ヒトエ   伊方平塚 

長尾 智康   長尾 冴子    伊方見六 

兎洞 眞弓   兎洞 初江    赤池車道2 

吉田 テツ子  吉田 康吉    伊方犬星 

太田 トミヱ  太田 キクヱ   上野原 

倉田 美雪   中村 昭吾    赤池ﾆｭｰﾀｳﾝ 

大島 誓子   竹宗 サカエ 金田新町二丁目 

市岡 真理子    長谷川 浩之   赤池本町 

窪井 忠義   窪井 サカエ   神崎笹尾 

林 美恵子   林 康政     市場猿田 

下田 勝江   下田 實     神崎2 

中山 安雄   中山 嘉藏    弁城浄万寺 

谷川 信行   相部 靖子  赤池ひまわり1 

藤元 万里子  藤元 春海    金田平原 

大井 淳子   大井 鶴夫    金田宝見 

久富 春美   久富 アヤメ   弁城久六 

髙木 香司   髙木 継雄    伊方中古門 

鈴木 ゆずみ  古賀 正敏    伊方犬星 

持丸 勝利   持丸 由美子   弁城新町 

髙津 頼恵   髙津 幸子    金田新町 

城野 常子     城野 博憲    上野常福 

福田 フミ子  福田 得三郎   東金田松崎 

守田 裕一郎  守田 慶子    赤池西町1 

牛島 美幸   松本 良幸    金田平原 

髙木 健治   髙木 敏子    伊方西古門平塚 

篠原 直美   篠原 正末    上野上天郷 

大久保 良   大久保 美智子  上野山崎 

匿  名    １４ 件 

 

 

仲村 清美     金田宝見 

春永 清     神崎三 


