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　社協デイサービスでは、壁画の干支を１２年かけて、今年

で全て完成致しました。毎年、毎年利用者の皆さんに分担

して手伝ってもらい、みんなで力を合わせて作成しまし

た。利用者の皆さんも完成したことを喜ばれていました。

　１２の干支は、デイサービスに飾られています。皆さんぜ

ひ遊びにいらしてくださいね～。

制作の様子
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めんそ～れ～デイサービス

デイサービスへの問い合わせ等は　Eメール　kaigo@chatanshakyo.com

　去る12月に利用者の皆さんでクリスマスケーキを手作りして、おやつに頂
きました。皆さん上手に作成され、食べるのも勿体ないと思うほどの出来栄え
でした。

クリスマスケーキ

　Ｈ３１年、最初のデイサービスの行事でもある初詣（泡瀬ビジュル）に行って
まいりました。利用者の皆さんもお参りをし、おみくじを引いて楽しんでいま
した。
　その後は、隣にあるパヤオにてアチコーコーの天ぷらを頂きました。

初 詣

　今年もムーチー作りを利用者の皆さんと行いました。
　皆さんさすが！手先も器用で上手に仕上げていました。デイサービスのムー
チーは利用者の皆さんに合わせアレンジを加えて提供しています。

ムーチー作り
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デイサービスへの問い合わせ等は　Eメール　kaigo@chatanshakyo.com

TEL:９３６‐２９９４
FAX:９３６‐７２２５

　去る1月26日27日の2日間、ちゃたんニライセンターで開催された生涯
学習まつりに出店しました。寒い中、屋外での出店にもかかわらず飲食は
両日完売、花苗や陶芸作品もたくさんのご購入ありがとうございました。

　昨年 12月、イオン北谷店
さんと万代設備さんよりプレ
ゼントやケーキを頂きました。
今回は、じゃんけんゲームを
してプレゼントをもらったりと
ても盛り上がりました。 　「二ライの里」では平成 21年度より就

労支援事業として資源回収作業に取り組ん
で来ました。
この度、諸般の事情で作業を終了すること
になりました。
　平成 31年 3月末で、資源回収並びに
資源の持ち込み受付を終了致します。
地域の皆様、今までご協力いただきありが
とうございました。

ユニバーサル
デザインって何？

皆さんはユニバーサルデザインって言葉を聞いたこ
とがありますか？

「ユニバーサル」＝「一般的な、共通の」というように
すべての人のためのデザインを意味しています。

年齢や障害の有無、体格、性別、国籍などにかかわら
ず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるよ
うにデザインすることをいいます。

身近なものだと、シャンプーボトルの側面のでこぼこ
や自販機の小銭を入れやすくしたデザインなど。
周りにたくさんあるのでぜひ探してみて下さい。去る2月 21日きょうされん沖縄支部の新春交流会

へ参加し他事業所との交流を楽しみました。

生涯学習まつり

新春交流会

クリスマス会 資源回収終了
のお知らせ

里のつぶやき

「ニライの里」「うらら」に関する問い合わせは　Eメール　nirai@chatanshakyo.com
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日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）
※平成３１年４月より、相談窓口が北谷町社会福祉協議会になります！

～あなたをそっと見守ります～

　日常生活自立支援事業とは、認知症のお年寄りや知的または精神に障がいがある方などで判断
能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用の手続きの援助や日常的金銭管理および書類等
の預かりサービスなどを行い、在宅での生活を支援する事業です。

【見守り隊事業者とは】
　日々の業務（店舗の窓口で対応されたり、ご家庭を訪問されたとき等）で、いつもと違う状況（異変等）
を感じた際に、北谷町社会福祉協議会に、連絡のご協力を頂く事業者のことです。
連絡を受けた北谷町社会福祉協議会は関係機関と連携し、安否確認等、必要な対応を行います。

活動の内容等詳細については、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会（地域福祉係）

℡098-936-2940

　生活支援員とは、高齢の方や知的・精神に障害のある方などで判断能力が
十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する人
のことです。

【活動内容】
●公共料金や病院代の支払いを本人と一緒に　
（または代わり）行う。
●役所や郵便局などで行う手続きの説明や、
　本人が行う手続きに付き添う。
●相談、要望に応じて本人が自身で判断できる
　ような助言や情報提供を行う。

●月数回から。
●１時間～２時間程度のお手伝いです。
●社会福祉協議会の職員が活動のサポートを
します。
●資格等は特に必要ありません。

社協会費に関するお問い合わせは　Eメール　jigyo@chatanshakyo.com

　地域見守り隊事業者募集！！

お金の使い方が
おかしいなぁ…。

季節にあった服
装じゃないな…。

新聞や郵便物が
ポストにたまった
まま…。

電気やテレビはつ
いているのに応
答がない

現在、町内外の２５事業所に地
域見守り隊として活動頂いてい
ます。
内容等詳細については、北谷町
社会福祉協議会までお気軽にお
問合せください。（地域福祉係）

現在、登録いただいて
いる事業所一覧は、
こちら  

➡

【生活支援員を募集しています】
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●寄贈された食糧品の一部です。有難うございます。

〇フードドライブ（家庭等にある食品を集めて持ち寄り、必要と
する人々にフードバンク等を通じて寄附する活動。）

食糧品のご寄附は随時受け付けて
います。
食糧品【米、缶詰、レトルト・インスタン
ト食品】等
日用品【洗濯・食器洗剤、シャンプー】等
福祉器具【車イス、シャワーチェ
アー】等

食糧品の寄贈！ありがとうございます！

総合相談に関する問い合わせは　Eメール　soudan-mg@chatanshakyo.com

平成３０年１２月北谷ライオンズ
クラブ様より食糧品の提供があり
ました。

平成３０年１２月
第一生命北谷
営業オフィス様
より食糧品の
提供がありまし
た。

平成３１年３月
社 会 福 祉 法
人.高洋会様よ
り食糧品の提
供がありまし
た。

ちょいボラ　コーナー！！

北前区で区民の方への料理を心を込めて作る・みんなの町が花であふれる街づくりボランティアのみなさんです。

上勢区でまつりの準備・公民館の内外の清掃を頑張ってくれている区民のみなさんです！
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　平成30年度北谷町内の　　　各ボランティア団体の活
動をパネルにして町役場   ・  　　イオン北谷店・ニライセン
ターに展示しました。
　いろんな方々が町内外でのボランティア活動を頑張ってい
る様子が見られました！
たくさんの笑顔の為に頑張ってくれているみなさんに感謝
ばかりです。
これからも誰もが支えあえ・北谷町が住みよい街
でいられるよう社協も応援します。

次年度も引き続き宜しく
お願い致します

ボランティアに関するご相談は　Eメール　volunteer@chatanshakyo.com

～平成31年度ボランティア活動保険加入のご案内～
　北谷町ボランティアセンター（北谷町社会福祉協
議会内）では、ボランティア活動を行う方へボラン
ティア活動保険の加入をおすすめしております。

※ ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中
のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補
償する保険のことです。

　保証期間は平成３１年４月１日から翌年３月３１日
となっております。（中途加入の場合は、加入手続き
完了の翌日から翌年３月３１日までの保証期間とな
ります）
　ボランティア活動保険の手続きは北谷町社会福
祉協議会の窓口までお越し下さい。

保険料（１名あたり）

　基本タイプ
　　Ａプラン→３５０円　Ｂプラン→５１０円

　天災タイプ
　（基本タイプ+地震・噴火・津波）
　　Ａプラン→５００円　Ｂプラン→７１０円

平成30年度北谷町ボランティア活動協力校・
ボランティア団体　[パネル展 2/15～3/8]

３０年度ボランティア大賞

上勢区でがんばってる高宮城さん！↑

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

社会福祉法人  北谷町社会福祉協議会（地域福祉係）
北谷町字吉原２６番地６　電話：098-936-2940
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地域福祉に関する問い合わせは　Eメール　csw@chatanshakyo.com

生活支援コーディネーターとは？ 
高齢者が元気なうちから取り組める活動への
参加や、地域との関係を切らずに、住み慣れた
地域で自立し自分らしい生活が送り続けること
ができるよう生活支援サービスの活用に取り組
んで行く事業です。 
町内には様々な活動があります。
地域活動情報等、北谷町社会福祉協議会まで
お気軽にお問い合わせください。
担当：生活支援コーディネーター　源河まで

　グループ結成から35年、社協のボランティアグループ1号で
もある【せんだんの会】が、去る平成30年11月22日にボラン
ティア功労者厚生労働大臣表彰を受賞しました。
　せんだんの会は、「細く・長く」をモットーに35年間これまでも
これからも活動をつづけています。
  厚生労働大臣表彰は北谷町のボランティアグループ初の快挙
になります。おめでとうございます！
永年に渡り本当にありがとうございます！
これからの活躍も又応援しています。

　長年、赤い羽根共同募
金奉仕員として、地域の事
業所をまわっている北谷
町民生委員児童委員協議
会が「地区及び団体で共
同募金活動が特に優秀な
者」として中央募金会会長
より表彰を受けました。

　わんぱく児童館で月２回「おひさ
まカフェ」（昼食提供）を行っている
ボランティアグループはっぴーの
取り組みが認められ、公益財団法
人　大和証券福祉財団より活動
助成金の贈呈がありました。
おめでとうございます！！

■生活支援コーディネーター事業

【せんだんの会】厚生労働大臣表彰

北谷町民生委員児童委員協議会
中央募金会会長表彰

ボランティアグループはっぴー
大和福祉財団ボランティア活動助成金決定！

子ども達の貧困対策に関わる寄付金贈呈
永年勤続民生委員児童委員表彰

　全国民生委員児童委員連合会の会長より、長年、民生
委員児童委員として地域の福祉向上に尽力されている下
記の方々の功績を讃え、表彰がありました。おめでとう
ございます！
○亀谷　　洋子（桃原区）　○目取眞　宏子（桃原区）
○名嘉眞　孝子（栄口区）　○浜本　　朝子（桑江区）
○目取真　絹子（桑江区）　○新田　ヨシ子（北前区）
○喜舎場　加代子（宮城区）○國場　　勝子（主任児童委員）

　中部電気工事業共同組
合の大城政明理事長は「子
供達の支援に役立ててほし
い」とボランティアグループ
はっぴーに商品券（７万円相
当）を寄附をしました。
　仲村代表は「多くの皆様
に支えられて活動に取り組むことができる。子ども達の
居場所づくりのために活用していきたい。」と感謝の言
葉を述べました。
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ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

種別 目標額 実績額 達成率 備考
戸別募金 2,022,000 円　 1,905,900 円　 94.2%　 3,798 世帯　
学校募金 300,000 円　 278,087 円　 92.7%　 7 校　
大口募金 1,700,000 円　 1,560,016 円　 91.8%　 306 件　
職域募金 350,000 円　 303,226 円　 86.6%　 24 件　
その他 139,000 円　 180,301 円　 129.7%　 13 件　
小計 4,511,000 円　 4,227,530 円　 93.7%　

沖縄県共同募金会
取り扱い配分金 177,755 円　

県医師会　　　66,000 円　　琉銀役職員　　2,986 円
県歯科医師会　30,000 円　　沖銀役職員　　3,125 円
県金融協会　  　21,000 円　　（株）サンエー　54,644 円

合計 4,511,000 円　 4,405,285 円　 97.6%　

行 政 区 名
上勢区 桃原区 栄口区
桑江区 謝苅区 北玉区
宇地原区 北前区 宮城区
砂辺区 美浜区

企　業　名
洋菓子・パン工房グラシュー 北谷進学スクール
㈲ アーキテクト 三善建設株式会社
㈾ 山田金物店 ㈲ 平電設
㈱ マルイ ㈲ 北原土木
北谷長老酒造工場株式会社 ㈲ 栄野比土建
㈲ 北谷印刷 ㈲ ライフテック
テルヤ設計 ㈱ 奥原商事
徳進設備工業株式会社 ㈱ 国際ビル産業中部支社
㈲ 大成エンタープライズ ㈲ 當山設備興業
㈲ 真栄工業 ㈲ ブンキョウ技研
㈱ コクバヤサン 砂辺スマイル歯科医院
砂川会計パートナーズ 北谷電機工業
㈱ 北都装美 ニライ不動産
興和設備 コーポ悠
崎原スモールウエスト 千代田ブライダルハウス
㈲ 無心庵 ㈱ ピザハウス
㈲ カナエホームズ 上間不動産
ヤラデンタルクリニック ㈲ サキコーポレーション
㈱ エナジックボウル ㈱ 北谷スポーツセンター
ハンビー建機リース ㈱ 沖縄共同技研
㈲ 大蔵工業 グルメ回転寿司市場美浜店
㈲ 宮城解体 味自慢　美浜店
㈲ 開成建設産業 ㈱ 丸輝電機工業
公文　北谷桑江教室 ㈱ 泉工房
㈲ ラムハウジング 他1件

平成３１年度配分額 Ａ配分金（沖縄県共同募金）　　　　　1,601,000 円 
   Ｂ配分金（北谷町社会福祉協議会）　　2,804,285 円 

１，戸別募金　　11 行政区　　　　　　　 1,905,900 円

学 校 名（7 校）
北谷小学校 北谷中学校 北谷高等学校
北玉小学校 桑江中学校
浜川小学校
北谷第二小学校

２，学校募金　　７校　　                          278,087 円

①事業所募金（１００，０００円以上）　１件　　  100,000 円
企　業　名

沖縄県軍用地等地主会連合会 100,000円

企　業　名 募 金 額
旭建設株式会社 50,000 円
㈱ アイムホーム 50,000 円
㈱ オーエスディー 50,000 円
やびく産婦人科・小児科 30,000 円
崎原土建株式会社 30,000 円
㈱ 北谷シーサイドリゾート 30,000 円
㈱ 大興建設 30,000 円
たまきクリニック 20,000 円
㈲ 万代設備 20,000 円
㈲ 花石油　北谷ハンビー店 20,000 円
株式会社　海邦 20,000 円
サイテク・カレッジ美浜 19,000 円
㈲ 豊見里組 15,000 円

②事業所募金（10,001 円以上）　  13 件　       384,000 円  

③事業所（１0,000 円）　　50 件　　     　 ５００，０００円         

平成30年度
沖縄県共同募金会北谷町共同募金委員会

赤い羽根共同募金実績報告
　昨年の１０月１日から今年の３月３１日までの６ヵ月間、全国一斉に行われました赤い羽根共同募金
運動におきまして、皆様に多大なご協力をいただきありがとうございました。
　北谷町で集まりました募金は、県共同募金会取り扱い配分金の177,755円を合わせ総額
4,380,219円（3/１日現在）となりました。これらの募金は、次年度（平成３１年度）の社会福祉事業
に活用されます。（県共同募金会経由で県内福祉施設に1,601,000円、町社会福祉協議会事業に
2,779,219円が配分されます）おかげをもちまして無事に取り組みを終えることができ感謝申し
上げるとともに、下記のとおり募金状況をご報告いたします。ありがとうございました。

順序不同
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共同募金に関する問い合わせは　Eメール　kyobo@chatanshakyo.com

ニッシンハウジング ㈱福地、岸本保険企画 グループホーム上勢頭 がじまる食堂 隆成建設

㈱ ユナイテッドハウジング ステーキハウスキャピタル 津嘉山建築設計事務所 真和建築設計事務所 ファミリー歯科医院

㈲ 文正堂 ㈲ 仲間材木店 ㈲ 永田建築設計事務所 キシモト建築設計室 興南電気

ケーキショップアントルメ 北谷自動車整備工場 町田石油ガス チバナ青果 ㈲ 住建産業

具志土地家屋調査事務所 ㈲ 丸興電気 安次嶺ガラス店 ミヤサト家具 アイ歯科

コーポラスYARA ㈲ エム・シー不動産 ㈲ 大豊 丸勇衛生 次郎長寿司

松島歯科 ㈲　諒 ロゼリー とうま建設設計事務所 ㈲ ティー・ビィ大地

ハンビー歯科クリニック ひが家具　北谷店 海邦技研株式会社 ユニバーサル矯正歯科クリニック ㈱ 徳栄商事

海鮮茶屋サバニ 海鮮ばってん こばし内科クリニック アーククレスト㈱ ㈲ 大三建装工業

㈱ イケハラエンジニア アメリ感・アメリ館 ice　美浜店 ICS株式会社 ㈱ 松島設計

ユイマールハウス株式会社 社会福祉法人子ども育成会 ベイエリアシュターク 名幸芳正土地家屋調査士事務所 センター給油所

砂辺レッカー 砂辺クリートポンプ ㈱ あいわ事務用品 ㈲ 島設備

たたら整骨院 コスモ電装 沖縄ホワイトデンタルクリニック 沖縄ボールト 瑞慶覧組

協友電設 クリーナーズ地球 ファミリーマート北谷上勢頭店 稲嶺アパート 高丘不動産

ヘアーサロンさち カットクラブT-snip 琉球てぃーだ イトマン白蟻社 石川重機土木

ノエビア沖縄第一販売会社 ローソン北谷上勢頭店 ㈲東建 幸建レンタル有限会社 ファミリーマート北谷国体道路店

プチハウス ウイングキング A&W北谷店 ギャラリープルミエ びわの木

㈱ ホカマ イーグルロッジ みらくるタコスとピザの店

島洋菓子店 町田商店 居酒屋しんちゃん パティシェール＆ブーランジェN ㈲ナカムラ物産

ファミリーマート北谷桃原店 居酒屋ちゃたんむら アルソア化粧品 ジャジ理容店

北谷不動産 わったー家 美容室オーリトーリ 秀斗学院 ホーム電化

カットハウスツインズ ㈲北谷オートサービス 上江洲洋裁店 月桃 タイヘイ薬局北谷店

bayodds end ends ㈲ 蔵元 向上設備 宮城洋裁店 イナミネ理容館

さち美容室 ㈲ひかり装飾 ヘアーベース

安里匡平税理士事務所 居酒屋よし八 北谷豆腐店 沢岻自動車解体所 NSオート

ジョンソンコントロールズ ㈲ 琉建建設 宮平電装 ㈱伊平衛生 琉球新報桑江取次所

玉仲ドレープ 福寿し あけぼの理容館 伊集院アカデミー チャオチャオ弁当

ｔ２ｊ 居酒屋一本松 マミー弁当 ㈱中頭宅建 浜寿し

おしゃれの店キャッツ midori キミ美容室 スポーツショップ921３ バーバーサロン将軍

くゆみ居酒屋 ㈲ 沖縄地盤調査 ㈱沖縄エナジー 遊希 ヘアーサロンきゃん

Barber　Bond エポック  ゴエク

ばくばく亭 不動産崎原 沖縄タイムス北谷中央販売センター 徳里商店 宮里アパート

沖心鈑金 謝苅そば DAN 又吉精肉店 保険代理店みらい夢

仲村鈑金 きたたま美容室 スカイ・クリーン 山原屋 オートリペアhanataka

㈲東亜 ヘアーサロンときた 目取真保険事務所 ㈲アトリア門口

㈲モノポリープロジェクト サマーキャンドル ㈲アラタ 裕次郎そば フレンズ動物病院

ダブルハピネス げんき ナミオート マミール保育園 美容室プレスト

スタジオチャーリー Body Talk あおかわエアー充填所 ロゼリー 美容室ブラージュ

タイラサイクル 北前貸住宅 Gヘアー イエローフィンマング おおば有限会社北谷店

ルビーズクローゼット POCO a POCO 幼児の学園子ども森

砂辺ヘアサロン カキハナ文具店 ホワイト急便砂辺店 花の店ポプリ チャーム美容室

㈲ 譜久村左官工業 譜久村悦子琉舞道場 島シングル工業 村山薬品 カラオケあつ子の部屋

金城ガラス ブルーアイボディー アテネ美容室 理容室メリー サロンドモア

スナベマリン ㈲ 砂辺食品 てるや洋裁店 居酒屋味好 砂辺文具店

アイリス美容室 石川種麹店 宮平つり具 ヘアーキャラメロウ ヘアスタジオデシャヴ

㈲ ムトウ測量設計 砂辺水園 レストラン金松 仲村加代子琉舞道場 プリンセス（カットハウス）

前田アパート

HiFiテクニック ピース自動車解体 スナベ株式会社 シスター洋裁店 クローバー薬局

白井椅子店 砂辺軍払下品店 メディアワールド YT自動車解体所 SSモータース

㈲ ピースハウジング ボクネン美術館 ミスターポップスHouse Do ローソン北谷町役場前店 徳文寿司

シーランド北谷店 らあめん花月ハンビー店 丹菜房 ほっともっと美浜店 ㈱ BATON

M's Garden オムファム株式会社

③事業所募金（5,000円～9,999円）　　59件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　296,000円

④事業所募金　　１８３件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８０，０1６円

順序不同

順序不同
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サイテク.カレッジ美浜 北谷町役場 北谷町青少年支援センター 北谷町シルバー人材センター
北谷地域振興センター 北谷町商工会 コザ信用金庫 北谷支店 コザ信用金庫 桃原支店
浜川小学校 北玉小学校 北谷高等学校 桑江中学校
ひだまり認定こども園 北谷浄水管理事務所 ファミリー保育園 つぼみっ子保育園
沖縄海邦銀行 北谷支店 やびく産婦人科・小児科 ニライ消防北谷消防署 (有)丸真産業　V４店
北谷町軍用地等地主会 雇用支援機構沖縄支部 北谷郵便局 北谷町社会福祉協議会

個人　９名 北谷卓球クラブ ユニオン北谷店 グルメ回転寿し市場
社協窓口

４，職域募金　　　　　　　　　24件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０３，２２６円

５，その他（個人・募金箱等）　13件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １８０，３０１円

\278,087
学童募金 総 額

　赤い羽根共同募金の学童募金を町内小中高等学校
７校に依頼したところ、たくさんの募金が集まりま
した。
　募金に協力してくれた児童・生徒の皆さんをはじ
め、保護者や学校の先生方、ご協力大変ありがとう
ございました！！

地域福祉に関するご相談は　Eメール　csw@chatanshakyo.com

北谷小学校

北谷第二小学校 北谷高等学校

北玉小学校
浜川小学校

北谷中学校 桑江中学校

順序不同

順序不同
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地域福祉に関するご相談は　Eメール　csw@chatanshakyo.com 歳末たすけあいに関する問い合わせは　Ｅメール　kyobo@chatanshakyo.com

平成30年度
沖縄県共同募金会北谷町共同募金委員会

歳末たすけあい募金実績報告
　昨年１２月１日から１２月３１日までの１ヶ月間、『つながり　ささえあう　みんなの地域づくり』をスローガンに、
全国一斉に実施されました歳末たすけあい募金運動は、皆様のご協力により873,777円（3月８日現在）が集まり
ました。おかげをもちまして無事に取り組みを終えることができ、町民生委員児童委員の協力のもと、困窮世帯
へ義援金とお米等を配付しました。募金への協力をして下さった皆様、大変ありがとうございました。

種　　別 目標額 実績額 達成率 備　考

戸別募金 800,000 円 740,227 円 92.5% 3,595 世帯

大口募金 50,000 円 23,000 円 46.0% 2 件

職域募金 100,000 円 70,550 円 70.6% 7 件

そ の 他 50,000 円 40,000 円 80.0% 2 件

小　　計 1,000,000 円 873,777 円 87.4% 

１　戸別募金　　　　　　　740,227 円 ２　職域募金　　7 件　　　　　　　　  70,550 円

行 政 区 名（11 行政区）

上　勢　区 宇 地 原 区

桃　原　区 北　前　区

栄　口　区 宮　城　区

桑　江　区 砂　辺　区

謝　苅　区 美　浜　区

北　玉　区

企業・団体・施設名

北谷町役場 北谷町商工会

ひだまり認定こども園 北谷町社会福祉協議会

株式会社アソシア ファミリー保育園

北谷郵便局

３　大口募金　　2 件　　      23,０００円 ４　その他　　2件　　                        40,000円      

企業・施設名

( 有 ) 島設備 洋菓子・パン工房グラシュー

団体等

旧字北前郷友会役員一同 桃原区（個人）

【配分実績】　　　                                                           1,099,900 円

内　　容 金　額 備　考

生活困窮世帯への義援金支給 728,000 円 47 世帯（129 名）

生活困窮世帯へのお米支給 157,500 円 75 袋

クリスマス用お菓子の配付 32,400 円 54 名

生活困窮世帯へのランドセル支給 162,000 円 5 名

災害見舞金支給（家屋災害）
：県共同募金会事業 20,000 円 1 件
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編集後記

福祉器具【シャワーチェアー/大人用紙おむつ】の寄贈に感謝です！

北谷町にお住まいの方２名様より「必要な方に役立てて下さい。」とのことで、シャワーチェアーと大人用紙おむつの
寄贈がありました。シャワーチェアーは、町民への借用、おむつは必要な方へと配布させていただきました。ありがと
うございました。

　もうすぐ4月、緊張したような姿で、
ピカピカ１年生がたくさん歩く季節で
すね。今年は、元号も新しくなり、思
い出に残る１年になりそうです。　　
　新年度も社協をよろしくお願いし
ます。　　　　　　　　　　　T.T

にふぇ～で～びる

寄　附　金　社協に対する皆さまからのあたたかい善意！ 

★　１２月　４日　森山　朝信　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・  　5,000円

★　１２月１１日　せんだんの会
（代表 　渡久山　清子　様）
ニライの里フェスタ売り上げの一部として ・・・ 　5,000円

★　１２月１４日　稲嶺　盛賢　　　　　様
故　稲嶺　トミ様の一周忌の香典返しとして ・・ 50,000円

★　１２月１４日　米須　澄子　　　　　様
米寿祝いの記念として ・・・・・・・・・・・ 70,000円

★　１２月 ２５日　有限会社　万代設備
代表取締役　  石嶺　晃　　　　　　様
ニライの里へ ・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円

★　　１月　７日　森山　朝信　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・  　5,000円

★　　１月１１日　喜友名　昭美　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・  20,000円

★　１月１５日　髙橋　英之　　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・ 　10,000円

★　１月２５日　株式会社　アイムホーム
代表取締役　渡久川　剛　　　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・ 　500,000円

★　１月２７日　北谷町自治会長連絡協議会
会長　仲宗根　仁志                                   様

　　（北谷町生涯学習まつり）展示農産物即売会の
売上金を寄附として ・・・・・・・・・・・ 　32,000円

★　２月　４日　森山　朝信　　　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円

★　３月　４日　森山　朝信　　　　　　　様
寄附として ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円

★　３月１０日　ウィングスリー北谷
代表　屋慶名　清　　　　　　　　　  様

　　第８回ウィングスリー北谷チャリティー福祉ダンスパーティーの
一部収益金として ・・・・・・・・・・・・ 　50,000円

ふくしなんでも相談所ふくしなんでも相談所 北谷町社会福祉協議会

☎936-2940

例えば
こんなこと・・・

家庭内の問題や、悩みをひとりでかかえこんでいませんか？

「困ったことがあるんだけど・・・」「誰かに聞いて欲しい・・・」「どこに相談したらいいのか分からない・・・」

などいろいろな心配ごとについて、解決のためにお力添えいたします。まずはお電話下さい。
無料

法律相談
毎月第１水曜日（要予約）
１４：００～１６：００

財産問題（相続・贈与・遺言について）
共有財産のトラブル　調停・裁判に関する手続き
成年後見制度や法律に関することを聞きたい　など

司法書士

耳の相談
毎月第１木曜日（要予約）
１４：００～１6：００

聞こえの相談（耳鳴り、聞こえにくい、相手の言葉がはっきりしない など）
補聴器について（補聴器をかけたい、補聴器を持っているが調子が悪い、
合わないから使っていない）　など

相談医
野田　寛

補聴相談のひろば

総合相談
月 ～ 金（祝日を除く）
 ９：００～１２：００
13：００～17：００

社会福祉協議会福祉サービスへのご意見・苦情
生活福祉資金貸付制度について聞いてみたい
日常生活自立支援事業について聞きたい　など

社協職員
（社会福祉士等）

平成３０年

平成３1年

株式会社  アイムホーム様からの寄贈
　去る１月２５日（金）に株式会社ア
イムホーム（北谷町）から町社会福
祉協議会へ５０万円のご寄附をい
ただきました。渡久川剛代表は「北
谷町の福祉に役立ててほしい」と寄
附金を託しました。

50,000円50,000円

　去る3月10日（日）
に第8回ウィングス
リー北谷チャリティー
福祉ダンスパーティー
の一部収益金として 5
万円のご寄附を賜りま
した。 

ウィングスリー北谷様からの寄贈

ウィングスリー北谷　屋慶名  清　代表と

寄贈品の一部です


