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「ニライの里」
余暇支援の様子

　ニライの里では、毎月1回（第二土曜日）余暇支援を実施しています。今年度は4月に「ボウリング＆ラン
チ」5月に「カラオケ＆ランチ」を行いました。仲間達は、ボウリングでは、ボールをおもいっきり投げる人や
ゆっくり投げる人様々で、カラオケでは、演歌からポップスまでレパートリーが豊富でした。



今年のウンケーは 8/13 精米したては
おいしいさぁ
ぜひ贈物にがち米の
お米をよろしくね ~

事業所へ相談

申請
市町村に利用したいサービスの利用申し込みをします。

モニタリング
決まった時期・状況を確認してサービス内容の

見直しを行います。

給付決定・契約
サービスが使える場合、市町村から受給者証が

届きますので、契約をしましょう。
契約内容について、詳しく説明します。

会議・サービスの利用
必要な支援の話し合いが行われ支援計画が作成されます。

この計画に基づいた支援を実施します。

サービス等利用計画案の作成依頼
目標達成のために必要なサービス利用方法の

計画を立てます。

調査・意向確認
ご自宅等に訪問したりして直接、生活状況をお伺いします。

サービス等利用計画案の提出
作成したサービス等利用計画案を市町村に提出します。

北谷町社協だより第122号（2）

TEL:９３６‐２９９４
FAX:９３６‐７２２５

「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

がち米工房では電話一本、町内無料
配達を行っています。
・ご要望に応じて玄米、分づき米、胚芽米など対応致します。
・贈答用化粧箱またはクラフト袋は別途￥150頂きます。
・玄米の入荷状況によって銘柄、価格の変動がありますので、
  ご了承ください。
・全国共通お米券でお支払頂けます。
・お米券や抱っこ米もご用意できます。

がち米工房

地域生活支援センター「うらら」

計画相談支援の流れ

  計画相談支援（指定特定相談支援事業、障がい児相談支援事業）
　利用者それぞれが目指す地域生活の実現に向けて、サービス等利用計画の作成をします。また、作成後、本人、家
族、福祉サービス事業所が定期的に集まり、支援の進行状況の確認や、サービスの見直し、変更等を検討する場を設
けています。お気軽にご相談下さい。

３㎏ ￥1,620
５㎏ ￥2,620

３㎏ ￥1,350
５㎏ ￥2,150

３㎏ ￥1,370
５㎏ ￥2,200

３㎏ ￥1,300
５㎏ ￥2,100

がち米工房　電話・ＦＡＸ
９３６‐８９５５

営業時間
午前 10:00 ～午後 4:00
　　　　　　　（平日のみ営業）
場所：北谷町字伊平４１9-１

左から 伊波鈴菜（職業指導員） 砂川憲平（「ニライの
里」・「うらら」所長） 知花愛梨（生活支援員） 

ニライの里新人職員紹介 よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！
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地域福祉を応援しませんか
　社協では、自動販売機を設置して、売り上げの一部を社協に寄附す
る「地域貢献型自動販売機」設置事業を実施しております。設置をし
て頂ける企業や個人の皆さまを随時募集しております。
たとえば・・飲み物１個の売上金の中から１円を社協に寄附・・
※寄附金額は、設置者の希望金額で決めていただいております。
　気軽にお問い合わせください。

社協会費・地域貢献型自動販売機に関するお問い合わせは・・
北谷町社会福祉協議会　９３６－２９４０（担当：玉栄）

ひとりひとりのおもいやりで住みよい町づくりを目指して

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会
令和元年度会員加入のご協力について

社協会員とは・・・？
　社協会員は、町民一人ひとりのニーズにこたえる福祉活動及び住民の福祉活動への参加を実現す
るための住民会員制度です。地域住民が社会福祉協議会の会員となることで、地域福祉活動の基盤、
支えとなっており、毎年の社協会費が福祉事業の大きな予算として活かされております。
　社協会員制度の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

戸別会員（各世帯）・・・・・・・・年額        ５００円
☆自治会の協力のもと、地区係の方がお宅をまわっております。（今年はピンク色）

賛助会員（個人）・・・・・・・・・年額   １，０００円
☆社協窓口にて随時受け付けております。

特別会員（企業・団体等）・・・・・年額１０，０００円
☆特別会員へ加入いただくと、社協だよりやホームページにて企業・団体名簿等

の掲載をいたします。

社
協
会
員

平成 30 年度　特別会員
★　（医）八重会　たまきクリニック　 
★　有限会社　栄野比土建　　 　
★　（医）こばし内科クリニック  
★　株式会社　アイムホーム　
★　有限会社　万代設備　　
★　北谷長老酒造工場株式会社
★　有限会社　當山設備興業
★　崎原土建株式会社　
★　有限会社　平電設　
★　株式会社　奥原商事　　
★　株式会社　マルイ　　
★　旭建設株式会社　
★　洋菓子・パン工房　グラシュー　
★　株式会社　イケハラエンジニア　　
★　有限会社　北原土木　
★　有限会社　大成エンタープライズ　
★　（医）彩の会 やびく産婦人科・小児科
★　株式会社　オーエスディー　
★　株式会社　徳栄商事
★　株式会社　エナジックボウル

★　有限会社　真栄工業
★　有限会社　宮城解体　
★　有限会社　大蔵工業　
★　有限会社　開成建設産業　
★　テルヤ設計　　
★　株式会社　北谷スポーツセンター　
★　学校法人　沖縄中央学園　　
★　まつしま歯科医院　
★　北谷電機工業　
★　有限会社　アーキテクト　
★　東洋飯店　北谷店　
★　（一社）中部地区医師会検診センター
★　株式会社　松島設計　　
★　株式会社　丸輝電気　
★　有限会社　文正堂
★　沖縄県農協北谷支店　
★　株式会社　上間不動産
★　株式会社　海邦
★　株式会社　コクバヤサン
★　株式会社　住太郎ホーム中部支店　

★　美浜リアルエステート株式会社　
★　有限会社　ティ・ビィ・大地
★　北谷自動車整備工場　
★　税理士事務所　ニライ　　
★　花菱マンションズ
★　株式会社川畑自動車学校
★　ハンビー建機リース
★　株式会社　ツドイカンパニー
★　有限会社　町田石油ガス
★　有限会社　ライフテック
★　有限会社　魚しげ
★　とけし商事　株式会社
★　有限会社　大三建装工業
★　しんはま耳鼻科・形成外科・しんはま皮ふ科
★　中部緑化土木株式会社　
★　DS みらい合同会社
★　税理士法人　砂川会計パートナーズ　

57件

社協会費に関するお問い合わせは　E メール　soumu@chatanshakyo.com
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めんそ～れ～デイサービス
　さあ、平成も終わり令和の時代が始まりました。
　新しい時代をみなさんで楽しみながら過ごしていきましょう。
　今年もデイサービスには楽しい行事がたくさんあります。
　年間行事もそうですが、日頃からゲームやカラオケ、レク、ビデオ鑑賞
等、利用者の皆さんに楽しく過ごしてもらえるよう職員一同頑張ってまいり
ます。
　１年を通して楽しいこと盛りだくさんです！無料体験も行っていますので、
ぜひお電話下さい。お待ちしております～！！（TEL：098-936-3006）

ムーチー作り 輪投げゲーム クリスマスケーキ作り

北谷社協デイサービス　年間行事予定

　今年の干支作成！（亥）
利用者の皆さんに協力して頂き、仕上げることが出来ました。
ひとりひとりの集中力は素晴らしく、お茶を飲むのも忘れるくらいでした。
デイサービスに掲示していますので、是非一度見に来て下さい。

１１月・防災避難訓練
１月・初詣

  ２月・お楽しみ会
  ３月・ミニドライブ

6月・お楽しみ会
７月・ドライブショッピング
９月・保育園児との交流会

１０月・敬老会

デイサービスへの問い合わせ等は　E メール　kaigo@chatanshakyo.com
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総合相談に関する問い合わせは　E メール　soudan-mg@chatanshakyo.com

　１日のスケジュールを体験できます。
　見学のみも大歓迎！！お気軽にお立ち
寄りください。体験希望の方は、こちら
までご連絡ください。
ＴＥＬ：936-3006（神谷・宮平・比嘉）

利用者にいつも好評な美味しい昼食です。

　元気な高齢者がなるべく要介護状態にならないように、脳トレやゲーム、機能
訓練、買物ドライブなどを楽しみながら参加することで、生涯を通じて自立した
暮らしを支えていくことを目的とします。
　毎週水曜日の一日を利用し、10：00～14：00の時間で提供しています。
　利用されている皆さんは元気いっぱいで、職員もパワーをもらっています。
＊この事業について、詳しく聞きたい方は、役場（高齢者福祉係 電話936-1234）

までお問い合わせ下さい。

アガイティーダ（通所型サービスA事業）

社協デイサービス体験利用のお知らせ！！
デイサービスの１日
8:30～ ご自宅へお迎え
9:15～ 健康チェック

9:30～ ラジオ体操
入浴・マッサージ　

12:00～ 昼食・口腔ケア・午睡
14:30～ 全体体操
14:45～ カラオケ・手工芸など
15:30～ おやつ　テレビ鑑賞
16:30～ ご自宅までのお送り

デイサービスへの問い合わせ等は　E メール　kaigo@chatanshakyo.com
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ボランティアに関するご相談は　E メール　volunteer@chatanshakyo.com

重点目標
１．コミュニティーソーシャルワーク事業とボランティアセンター事業の充実
２．社会福祉法人との連携
３．日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の充実
４．「ニライの里」「うらら」の自主運営に向けた安定経営の確立
５．財源確保の取り組み強化

１．社協会員の促進
２．地域貢献型自動販売機設置

の推進

１．各種福祉調査の実施
２．町民への広報活動　　
　・社協だよりの発行（年４回）
　・ホームページの充実
３．福祉まつりの開催

１．子どもの貧困事業の実施
　 ・関係者連絡会の実施
　 ・子どもの居場所づくり相談支援
２．「生活福祉資金」貸付制度の  
　   利用促進
３．法外援護対策の実施
４．歳末たすけあい事業の実施
５．食料品等給付事業の実施

平成31年度（令和元年度） 北谷町社会福祉協議会

基 本 方 針
１．本会は地域福祉の中核的推進役であることを深く認識し、住民参画を基本にして、福

祉関係団体、行政などと協働による福祉活動を展開します。

２．地域の福祉ニーズの把握に努め、社会福祉協議会ならではの強みを発揮できる事業の
構築に努めます。

　北谷町社会福祉協議会は、今年度も「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまち
づくり」を目指し、次の基本方針で２０１９年度事業に取り組みます。

事 業 計 画

社協会員等の促進

調査・広報の充実

要援護者世帯（者）対策の推進
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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

１．コミュニティーソーシャルワーク
事業の推進

・相談・地域支援等（中学校区に１
人ずつ担当職員を配置）

２．小地域福祉活動団体（ミニデイ
サービス活動実施団体）支援

・ミニデイサービス実施団体へ助成
（１１行政区）
・研修会の実施
・送迎支援の実施

３．地域福祉委員活動の推進
・研修会、連絡会の実施

4．地域見守り事業の推進
・連絡会の実施

5．相談所の運営・相談活動の充実
・ふくしなんでも相談所の実施
・法律相談の実施
・耳の相談の実施

6．福祉バス運行事業の実施

１．ひとり親世帯支援事業の実施
・親子の集いの実施（ピクニック）
・新入学児童生徒激励事業の
実施

２．福祉器具貸出事業の実施　
   （車いす、ベッド等）
３．物品貸出事業の実施
   （点字器、アイマスク等）

地域福祉推進事業の活性化 在宅福祉サービスの推進

1．地域資源の開発に関する事業の
実施

2．高齢者のニーズと生活支援に関
する事業の実施

生活支援コーディネーター事業

１．町内社会福祉法人連絡会の開催
２．ボランティア団体等助成事業の

実施
３．共同募金活動への支援（赤い羽

根・歳末）
４．民生委員児童委員活動の支援
５．母子寡婦福祉活動の支援　等

その他の一般福祉事業

１．ボランティアセンターの運営
・ボランティア団体ならびに個人

ボランティアの登録・斡旋
・広報・啓発活動の充実
・福祉体験学習の実施
・学校連絡会の実施

２．ボランティアパネル展の実施
３．養成講座の実施　
４．各学校ボランティア活動助成金

支給事業の実施
５．２４時間テレビ街頭募金活動の協力

ボランティアセンターの運営

１．サービス利用者の苦情解決体制
・苦情相談窓口の設置
・第三者委員、苦情解決責任者、

苦情受付担当者の設置

福祉サービス苦情解決事業の実施

１．日常生活自立支援事業（福祉サー
ビス利用援助事業）の実施

高齢者・障がい者の権利擁護の推進

　２０１９年度より、相談窓口が北谷町社会福祉協議
会となりました。
　詳しい内容をお聞きしたい方は、社協までお問い
合わせください。９３６－２９４０（担当：仲村）
　次号の社協だよりにて、くわしい内容を掲載します。
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ご意見・ご要望は　E メール　soumu@chatanshakyo.com

事業活動による収支
収　入 支　出

会費収入 2,181 人件費支出 140,980
寄附金収入 9 事業費支出 30,072
経常経費補助金収入 59,491 事務費支出 18,843
受託金収入 7,284 就労支援事業支出 21,383
事業収入 300 利用者負担軽減額 120
介護保険事業収入 49,056 助成金支出 3,931
就労支援事業収入 21,383 負担金支出 223
障害福祉サービス等事業収入 57,254 その他の支出 19
受取利息配当金収入 37
その他の収入 988

計 197,983 計 215,571

施設整備等による収支
収　入 支　出

固定資産取得支出 4,081

計 0 計 4,081

その他の活動による収支
収　入 支　出

基金積立資産取崩収入 10,000 積立資産支出 9,606
拠点区分間繰入金収入 1,926 拠点区分間繰入金支出 2,096
サービス区分間繰入金収入 25,801 サービス区分間繰入金支出 25,632
その他の活動による収入 2,158 その他の活動による支出 4,462

計 39,885 計 41,796

前期末支払資金残高 62,114 予備費支出 38,534

収入合計 299,982 支出合計 299,982

資金収支予算書

社 会 福 祉 事 業

平成31年度（令和元年度）　予算

固定資産取得
支出1.4％

積立資産支出
3.2％

平成３１年度（令和元年度）勘定科目別収支グラフ（法人全体）

人件費支出47.0％

事業費支出
10.1％事務費支出6.3％

受託金収入2.4％

事業収入0.1％

介護サービス事業収入
16.3％

就労支援事業収入7.1％
その他
（受取利息等）1.1％

基金の
取り崩しによる
収入3.3％

経理区分間の
資金移動9.2％

就労支援費支出7.1％

助成金支出1.3％

経理区分間の
資金移動9.2％

その他1.6％
予備費支出
12.8％ 運営補助金・

配分金収入
20.0％

障害福祉サービス等
事業収入
19.1％

前年度の繰越
20.7％

会費・寄付金収入0.7％支
　出

収
　入

１．居宅介護支援事業の実施
２．北谷町介護予防支援業務及び介護

予防ケアマネジメント業務の実施

１．通所介護事業の実施（定員２５名）
２．介護予防事業
３．北谷町総合事業

通所型サービスA事業の実施
（定員１５名）

１．生活介護事業の実施（定員２０名）
２．就労継続支援B型事業の実施
   （定員２０名）
３．日中一時支援事業の実施（定員１５名）

１．計画相談の実施

介護保険事業等の経営（居宅介護）

介護保険事業等の経営（通所介護）

障がい福祉サービス事業の経営
（ニライの里）

特定計画相談支援事業及び障害
児計画支援事業の経営（地域支
援センター「うらら」）

（単位：千円）



訪問先
上勢区　3 件
桃原区　4 件
桑江区　2 件

訪問先
栄口区　3 件
謝苅区　3 件

北谷町社協だより 第122号（9）

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

■コミュニティソーシャルワーク（CSW）事業

町長・社協会長１日民生委員友愛訪問

　北谷町社会福祉協議会には、生活上の様々な問題の解決に取り組んだり、地域で解決で
きる仕組みづくりや地域での福祉活動を支援する相談員がいます。どこに相談していいか
わからないなど、お困りのことがありましたら、

＊ご近所に気になる方がいる…

【北谷中学校区】
上勢区  桃原区
栄口区  桑江区
謝苅区

　去る5月14日・17日の民生委員児童委員活動強化週間中に毎年恒例の町長、社協会長が１日民生委員とし
て友愛訪問を行いました。お二人は、民生委員委嘱後、地域の民生委員と一緒に高齢者宅へ訪問しました。訪
問したお宅では、会話が弾み、今年も笑顔にあふれた友愛訪問になりました。今回ご協力頂きました皆様、誠に
ありがとうございました。

【桑江中学校区】
北玉区  宇地原区
北前区  宮城区
砂辺区  美浜区

目取真  興也
（めどるま  こうや）

小橋川  末子
（こばしがわ  すえこ）

【私たちが相談員です！】
＊地域で活動をしてみたい！ などなど...

北谷町社会福祉協議会へご連絡下さい。
地区の担当相談員が、お話をお聴きします。

＊生活に困っている…

北谷町民生委員児童委員協議会
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地域福祉に関するご相談は　E メール　csw@chatanshakyo.com

地域福祉委員委嘱状交付式・研修会

ひとり親世帯  夏休み親子の集いのお知らせ

社協より貸出物品の
ご紹介

　平成31年4月26日（金）に地域福祉委員委嘱状交付式・研修会を開催し、自治会長推薦のもと各行政区から
18名が地域福祉委員として委嘱されました。研修会では「地域で安心して暮らしていくために必要なこととは？」
をテーマに地域福祉委員の方 と々グループワークを行い、様々な意見が出てきました。地域で安心して暮らして
いくために必要なこととして「買い物支援」「移動支援」の意見が多数出るなど有意義な研修会となりました。

　普段の暮らしの中で、ちょっと気になる、困っているという地域の困りごとなどの情報を発見、解決に向け、
「キャッチする・つなぐ・見守る」機能を持ちながら、民生委員・児童委員や自治会、社協と連携する、すなわ
ち「地域のアンテナ役」の役割を担って頂いている方々が地域福祉委員です。　　　          （担当：棚原）

　社協では、既存の物品を町内団体の皆さんにも活用出来るようにと、
貸し出しをおこなっています。
　各種行事や研修等にご利用下さい。

※利用者の範囲（北谷町内の団体）
①老人クラブ ②民児協
③母子会 ④社協協力ボランティア
⑤PTA ⑥遺族会 
⑦更生保護女性会 ⑧自治会 
⑨福祉施設 ⑩議会
⑪身障者団体 ⑫教育委員会
⑬幼小中高学校 ⑭商工会

　社協では、毎年ひとり親世帯の支援の一環としてひとり親世帯の皆さんが、親子で様々な体験を通し参
加者の交流を深める目的として、夏休みに親子の集いを実施しています。
　今年も例年通り企画を進めています。
　詳細は、7月後半頃対象者へ配布予定しています。参加希望の方は社協まで連絡をお待ちしています。
☎936-2940 月～金8：30～17：00（担当：小橋川）

地域福祉委員とは？

体験
学習 交流

ふれ
あい

夏休みの
思い出

自由研究に

クーラーbox
（大型９４㍑・中型６０㍑）

キーパー
（小型６㍑・中型１８㍑・大型３８㍑）

ブルーシート
（大:１０畳程・小:３畳程）

グランドゴルフセット
(６セット）

台　車
（大・小）

プロジェクター
（エプソンEMP-830 ）

スクリーン
（１００インチ）
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宮城区動物団地前
空き地を花いっぱい
の素敵な花壇にして
くれている、吉田茂
さんです！！

宮城区海岸沿いの花壇
を綺麗にしてくれてい
る宮城勇さんです。

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

・介護保険制度で創設された地域密着型サービスです。（原則 町内にお住まいの方のみ利用できます。）
・「 通所（デイサービス）/訪問（ホームヘルプ）/泊まり（ショートステイ）」を一体的に提供できる施設。
・町内グループホームでは、施設や介護に関する相談や施設見学を随時受け付けています！
・詳しくは、各グループホームに問い合わせてみてください。

グループホームちゃたん
　　　　　北谷町宮城1番793
☎ ０９８－９３６－２５８５
利用者が共同生活の中でも家庭的な
雰囲気を大事に自分の出来る家事をこ
なし、おやつ作り・体操・外出援助を職
員でサポートしながら、一人一人が安
心してゆったりとした日常生活が送れ
るよう支援しています。

グループホーム上勢頭
　　　北谷町上勢頭633-1
☎ ０９８－９２３－２７２７

「人間の尊厳を大切にしながら地域の
中で生活すること」で地域活動へのさ
んかを積極的に行いながら日常生活を
送る事が出来るよう支援しています。

グループホーム結の郷
北谷町字吉原1180-1
☎ ０９８－９２３－１６２７
利用者一人一人の尊厳を
守り安心できる施設で安
らぎと真心を提供します。

北谷町小規模多機能型居宅介護施設☆グループホームの紹介 グループホームとは？

自治会に加入して地域を知ろうあなたの自治会はどんなところ？

　自治会では、住みよいまちづくりに向けた活動や子どもから高齢者まで参加出来る楽しい行事などを行い、よりよい地域づくりの
ために様々な活動に取り組んでいます。まずは、公民館に足を運んでみませんか。

　今年度より、地域福祉係に新しく２人の
職員が入りました。地域福祉コーディネー
ターの 目取真 興也（右）、ボランティア担
当の棚原 由貴（左）です。
　見かけた時は、ぜひ声をかけてください。
　よろしくお願いします。

自治会の主な活動 環境美化活動、防犯、防災、交通安全活動、ミニデイサービス、
サロン、お祭り、運動会、広報、各種募金活動など

自治会の主な活動は自治会によって異なりますので、現在お住まいの行政区の自治会へお問い合わせください。

上勢区自治会 936-4457
桃原区自治会 936-6001
栄口区自治会 936-5992
桑江区自治会 936-7702

謝苅区自治会 936-5983
北玉区自治会 936-5921

宇地原区自治会 936-5914
北前区自治会 936-2423

宮城区自治会 936-5936
砂辺区自治会 936-5940
美浜区自治会 926-5185

ちょいボラ コーナー！！ 地域福祉係 職員の紹介
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編集後記

令和元年、初の社協だよ
りです。初心を忘れず、頑
張っていきましょう。

A ．T

にふぇ～で～びる

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）
午前 ９：００～１２：００
午後 1：００～  5：００

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）

一般財団法人 那覇市垣花奉頌会様より福祉器具
【車イス（子ども用）】の寄贈がありました。

ありがとうございます 
標準の車イスよりサイズが小さく、折りた
ためられて軽量です。子どもの使用に対応
できます。いただいた車イスは、社協福祉
器具借用で活用します。

社協が行う福祉サービスについて
困ったり、悩んでいることはありませんか？
　社協が行う福祉サービスについて、要望・苦情・意見等を
受け付けております。お気軽にご相談下さい。

社協各係の受付担当職員 

〒904-0105
北谷町字吉原２６番地６（謝苅保育所隣り)
ＦＡＸ：936-2989  Ｅ-mail ：soumu@chatanshakyo.com
月～金（８時30分～17時15分）※ 土日、祝祭日はお休みです。
苦情解決責任者：崎原 尚美（事務局長）
第三者委員：津嘉山   勉、照屋   安子、宮平   俊治

ご意見等は、社協事務所、デイサービス、ニラ
イの里事務所前のご意見箱に直接入れてい
ただくか、来所、電話、FAX、メールでも受け付
けております。

寄　附　金
～皆様からのあたたかい善意～

（平成 31 年 3 月 11 日～令和元年 6 月 10 日）

日　付 氏　名 金　額 備　考

3月18日 北谷結舞踊　結の会
代表　山田　茂子様 5,000円 寄附として

3月26日 旧字浜川郷友会　様 1,700円 拝所にある賽銭を
寄附として 

4月2日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

4月22日 髙橋　英之　　　様 20,000円 寄附として

4月26日 有限会社平電設　様 300,000円 寄附として

4月27日 太田　さとみ　　様 100,000円 故母　太田　洋子様の
香典返しの一部として

5月9日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

6月5日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

匿名様（6件） 131,500円

合　計 573,200円

内　　容 電話 担当職員

社会福祉協議会に対する苦情等全般
936-2940

玉栄　貴子

一般福祉事業 目取真　興也

介護保険事業（通所介護　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 936-3006 宮平　幸美

介護保険事業（居宅介護　ｹｱﾏﾈ） 926-0572 仲村　洋子

障害福祉サービス（ニライの里）
936-2994

豊見里　理子

障害福祉サービス（うらら） 糸村　真由美

➡


