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みやこのじょう 社協
m i y a k o n o j o � s h a k y o No.82広報

　都城市社協では、志和池福祉センターを拠点
に、市内３ヶ所（志和池、山之口、山田）で自
立に向けた機能訓練等を行う通所介護事業所（通
称：デイサービス）を展開しています。そのほか
にも、介護保険事業や障がい福祉サービス事業を
実施しており、高齢者や障がい者の方が安心して
自宅で生活するためのお手伝いをしています。
　高齢化が進む日本においては、このような介護
保険事業は、今後ますます必要とされていきます。

「安心・安全」に
自宅で生活するために

この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しております。
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み な さ ま の 善 意 あ り が と う ご ざ い ま す
社会福祉法人都城市社会福祉協議会では、みなさまからいただいた善意寄付や忌明寄付を福祉向上の
ために使わせていただいております。掲載事項につきましては、ご本人の承諾を得ております。
なお、空欄（寄付内容等）につきましては、寄付者の希望により掲載しておりません。

○忌明寄付（12月～1月受け入れ分）� ※公職の候補者からの寄付はお断りしています。

■本所管内� （敬称略　単位：円）
住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容 住所 寄付者 故人 寄付内容

上水流町 蒲生多加子 義孝 30,000 蓑原町 津曲　龍子 釘村イツ 50,000 安久町 温水　正弘 スエ 50,000 
志比田町 大西　和代 孝一 20,000 安久町 上坂千代子 利雄 20,000 神之山町 中濱　幸子 芳弘 20,000 
菓子野町 鬼塚　芳子 達雄 30,000 下水流町 増田　幸治 ハツ子 20,000 早鈴町 宮城美代子 田牧ハツ子 50,000 
夏尾町 出水美恵子 良市 20,000 鷹尾3丁目 正田　和子 土夫 30,000 大王町 竹内　くみ 和雄 100,000 
広原町 平野ツル 50,000 吉尾町 松田　ヤエ 辰巳 20,000 関之尾町 釘田　愛子 愛明 20,000 
丸谷町 寺師　テル 利夫 30,000 金田町 川﨑　芳廣 ミツル 30,000 早鈴町 岩佐美津子 近 50,000 
若葉町 佐伯浩一郎 尚 50,000 祝吉1丁目 渕脇　俊博 タミ 100,000 若葉町 匿名 青木敏郎 100,000 
宮丸町 宮 田 　 均 キミ子 20,000 上水流町 堀之内純夫 ミツ子 30,000 大王町 城森　良子 和則 30,000 

上水流町 益留タミエ 澄男 20,000 関之尾町 坂元ちづる ヒサ子 30,000 上長飯町 前田　定教 千惠子 30,000 
五十町 髙橋　町子 貞雄 20,000 志比田町 海田　洋子 兼一 20,000 蓑原町 三瀬　皓愛 雅子 30,000 
梅北町 谷口ミサ子 信男 20,000 南鷹尾町 西 　 秀 臣 サダ子 30,000 丸谷町 吉行　礼子 利美 30,000 
蓑原町 束野　葊美 フヂ子 30,000 庄内町 新穂　忠明 美代子 30,000 関之尾町 徳重　光明 ミツ子 30,000 
庄内町 池田　良子 大迫礼子 30,000 関之尾町 德重　恒雄 正美 30,000 花繰町 永江　一子 廣 30,000 
丸谷町 新西フカシ 重夫 20,000 都原町 前村　良子 良二 30,000 南横市町 瀬戸口順子 博文 30,000 

志比田町 村田　健二 辰己 30,000 吉之元町 瀬戸喜佐夫 フミ子 30,000 神奈川県横浜市 長濱　賢治 長濵アツ 30,000 
横市町 久留　京子 近雄 20,000 郡元4丁目 黒田　正人 洋子 30,000 上水流町 𠮷行　成雄 さき子 20,000 
花繰町 江頭　連子 茶谷ミヤ子 20,000 天神町 瀬尾美登里 山内春美 10,000 下川東4丁目 新村　久子 𠮷盛 30,000 
吉尾町 柚之原邦子 完太郎 30,000 

■山之口支所管内
西向原 匿名 匿名 10,000 中原 下德　征二 小野田チヅ子 30,000 前方 美原　純裕 ヨシ 30,000 
川内 光神　照夫 ナル 30,000 下富吉 北園テル子 正美 20,000 五反田 尾上　春子 大岩根トシ 30,000 

福岡県直方市 邉保　耕一 辰美 30,000 北海道札幌市 谷 口 　 学 和貴 30,000 

■高城支所管内
穂満坊 大浦　義信 須美 石山 広池　忠興 ミネ 30,000 有水 福満カズ子 利春 30,000 
穂満坊 田畑　愛子 中園　信 30,000 穂満坊 福島　清邦 シヅ子 20,000 有水 溝添　義則 フミ 30,000 
大井手 野﨑　三昭 ハツミ 大井手 原口　ノブ 逸男 30,000 四家 中武　龍文 マスエ 20,000 
有水 中屋敷　徹 アキ 20,000 石山 前田ノリ子 勇 30,000 

■山田支所管内
谷頭１ 堤 　 幸 子 冨雄 20,000 西栫 田口　利見 芳子 50,000 谷頭９ 前田　徳男 キミ子 30,000 
西栫 山路　良子 柳助 50,000 池之原 阿久井智子 一尚 30,000 倉平 大浦　正彦 マツエ 20,000 

丸谷町 新田　都子 和美 30,000 西栫 乙守ツル子 正人 20,000 和田上 山内　良子 国男 30,000 

■高崎支所管内
縄瀬 池脇　照見 オサギ 20,000 笛水 坂下　定利 三千子 20,000 縄瀬 宮﨑　良一 ナツ子 30,000 

大牟田 川口　榮子 輝満 50,000 大牟田 西　和正 キマ 20,000 前田 永田　初範 初男 30,000 
笛水 山下　盛和 玉枝 30,000 江平 山元二三子 道昭 50,000 笛水 村橋　良子 秀留 10,000 
前田 海老原露子 本村スミ子 30,000 

○善意寄付（12月～1月受け入れ分）
住所 寄付者 寄付内容 住所 寄付者 寄付内容

前田町 護国寺 (12月分）お米 25㎏ 高城町 横原活性化委員会 15,708 
（1月分）お米 16㎏ 松元町 日本ボーイスカウト宮崎連盟都城第1団 餅米 24㎏

山田町 玄米 30㎏ 夏尾町 山角　一 餅米
千町 匿名 10,000 中原町 茶道裏千家淡交会都城分会 分会長 江夏宗恵 50,000 

太郎坊町 都城市郡医師会病院ナース会一同 10,000 東京都文京区 株式会社 夢グループ 13,870 
鷹尾3丁目 有田　重紀 10,909 千町 匿名 10,000 

早鈴町 相愛保育園 お茶漬け・パスタ・スープ他 横市地区社会福祉協議会 缶詰・レトルト食品・
カップ麺 他６㎏菓子野町 岡元浩一郎 白米 30㎏


