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　子どもたちによる街頭募金ボランティアは、合計で２２名参加してくれました！
参加した子どもたちからは「募金をしてくれた時はとても嬉しかった！」「疲れたけど募金してく
れた人から頑張れって言われて嬉しかった！」などの声がたくさん聞こえ、有意義な時間を子ど
もたちと過ごすことができました。

令和元年8月25日（日）24時間テレビ～愛は地球を救う～街頭募金を行いました。

　　「愛は地球を救う」をテーマに「福祉・環境・災害復旧」３つの本柱を
援助の対象に掲げています。ともに同じ地球上に生きる人間として、
さまざまな理由で苦しんでいる人々を支援しています。

夏休み親子の集い 　夏休み親子の集いは、ひとり親世帯の皆さんが
親子で様々な体験を通し、ゆっくりと会話を楽しみ
同時に家族同士の親睦を深め、心身ともにリフレッ
シュ出来ることを目的とした事業です！
　今年は8/18（日）・21（水）の二日間の日程で、午
前中はあやかりの杜（北中城）にて親子シーサーづ
くり、昼食は参加者全員でお肉や野菜、焼きそばを
焼いてＢＢＱを楽しみました。そして後半は、中城城
跡の見学へ行きました。　
　18日（日）はあいにくの天気で急きょ午後の予
定を変更し、読谷村の都屋漁港まで足をのばし、う
みんちゅみなとピクニックのイベントに参加しまし
た。今回参加出来なかった皆さん来年は一緒にい
かがですか？

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



北谷町社協だより 第123号（3）

　　令和元年９月４日（水）小地域福祉活動団体を対象に、連絡・研修会を実施しました。

～令和元年度小地域福祉活動連絡・研修会報告～

　北谷町にお住まいの方で、足腰が悪く自宅の庭の草刈りができない方のために、社会福祉法人高
洋会の職員の皆さんが「草刈ボランティア」をしてくれました。
　たくさんの草木が生い茂っていた庭は、高洋会の職員の皆さんのチカラによって、1時間できれい
になりました。

町民運動会・ちゃたん健康・福祉まつりのボランティアを募集しています！

　北谷町役場総務課の松村氏を講師にお招きし、避難所での生活、避難所運営について学びました。参
加者からは「地域住民、子ども達に学んだことを伝えたい」との声がありました。普段からの備えや取り組
みの大切さ、被災時は地域住民だからこそ成しえる活動があるということを学んだ研修となりました。参
加者の皆さんお疲れさまでした。

　町内１１の自治会を中心に、〇ミニデイサービス〇ふれあ
い事業〇ふれあいサロン〇友愛訪問等の活動を通して、さま
ざまな人々が交流し、お互いに助け合い、誰もが安心して暮
らせる福祉のまちづくりを目指し活動しています。参加した
い、運営を手伝ってみたい等ございましたら、お住まいの自治
会か北谷町社会福祉協議会までお問い合せください。

※この活動は、助成金及び赤い羽根共
同募金、社協会費（町民・個人・企業）の
資金が充てられています。

社会福祉法人  北谷町社会福祉協議会（川満）
℡０９８ー９３６－２９４０
mail：csw@chatanshakyo.com

ミニデイサービス（毎月１～２回
程度）や社協の他事業で健康
チェック等に協力いただける方
（看護師さん等）を募集してい
ます。詳しくは、下記担当まで！

ちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナーちょい・ボラコーナー

清掃するまではたくさんの草木が
ありました。

合計１０袋以上の草木がでました！！

小地域福祉活動団体について ボランティア大募集！

ボランティア募集中

ボランティアに関するご相談は　Eメール　volunteer@chatanshakyo.com
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【主なサービス内容】
●公共料金や病院代の支払いを本人と一緒に（または 代わりに）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。
●通帳、印鑑、権利証などの預かり。

【料金について】　契約までの相談は無料です。契約後のサービスは料金が掛かります。
利用料 ー 1時間：1,200円　　※以降30分ごとに400円　（生活保護受給世帯は1回400円）
交通費 ー 1キロあたり：10円　※生活支援員がお手伝いの際にかかった距離

【対応できないこと】
●施設への入所契約や、治療・入院に関すること。
●掃除・洗濯・買い物・介護・看護など。
●定期預金の契約や解除、不動産や預貯金の資
産運用など。
●貴金属、骨董品、書画、宝石などの預かり。

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）
　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。

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　　℡：098-936-2940（担当　仲村）

北谷町役場　１階【福祉課前、ブース】

　北谷社協では、随時【フードバンク】を受け付け
ています。皆様のご支援を宜しくお願い致します。
受付場所：社協事務所　窓口にて（渡嘉敷）

※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した！

・福祉サービスを使いたいが、どうすればいいかわからない方。
・郵便物がたくさん届くけど、どう手続きしたらいいかわからない方。
・計画的にお金を使いたいが、いつも迷ってしまう方。
・最近物忘れが多くて預金通帳をちゃんとしまったか、いつも心配な方。

【こんなことで悩んでいませんか？】

　北谷社協では北谷町にお住まいで緊急に食品等が必要な困窮世帯のために「食品給付
事業」を行っています。この度、町役場福祉課のご協力のもと、役場職員への食糧品提
供への呼びかけ、又 ブースの確保にご協力いただき感謝します。ご提供いただいた食
糧品は、困窮者の緊急的な支援に活用させていただきます。

北谷町役場
食糧品提供へのご協力ありがとうございます。

歳末たすけあいに関する問い合わせは　Ｅメール　kyobo@chatanshakyo.com
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　平素より「喫茶ハーモニー」をご愛顧いただきまして誠にありが
とうございます。
　この度、諸般の事情により同店舗は、令和元年９月１３日(金)を
もちまして閉店致しました。
　急なお知らせとなりました事をお詫び申し上げると共に、オープ
ンより多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より御礼申し
あげます。

８月の余暇支援は、「ボウリング＆ランチ」をしました。
ボウリングは、エナジックボウル美浜で２ゲーム行い、ストライクやスペアな
ど、ボールを後ろに落とすハプニングもあり、笑いにあふれる会場でした。たく
さん体を動かした後は、ボウリング場下のお店でランチをしました。

第２回アメリカンビレッジ「モーニング・マート～北谷の朝市～」に参加しまし
た。今回は、お米・陶芸・かき氷の販売をしました。この日は天気も良く、暑い
中仲間達は元気な声で売り子を頑張りました。　

TEL:９３６‐２９９４
FAX:９３６‐７２２５

余暇支援の様子

イベント参加

閉店のお知らせ

「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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めんそ～れ～デイサービス
デイサービスでは、７月～８月にドライブ＆
ショッピングを開催しました。
利用者の皆様は、ショッピングもドライブも楽
しんでおり、大変満足されていました。

日頃よりデイサービスでは、集団体操・リ
ハビリ・レク活動を通して利用者様同士声
を掛け合って楽しく過ごされています。

毎月行われる誕生日会では、職員一同より手
作りの写真等をプレゼント。毎月、対象者の
皆様には大変喜んで頂き大好評です。

ショッピング

リハビリ・体操・レク活動

ショッピングは最高
ケーキは美味しいさ～

これからも元気に楽しく過ごしていきます。

真剣本気のレクタイム

マッサージは気持ちイイね～ 皆で楽しくガンジュ―体操

輪投げは得意だよ～

｛ミニミニ動物園へ｝

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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地域福祉に関する問い合わせは　Eメール　csw@chatanshakyo.com

今回、北玉小学校から比嘉愛美瑠さん、比嘉愛衣菜さ
んが職場体験に参加しました。同時に大学生の実習生
もおり利用者様と交流を深めることが出来ました。余
興では、空手の型を披露して頂き、利用者様も大変喜ん
でくれました。

北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所では敬老会のボランティアを募
集致しています。ボランティアさんには、主に利用者様の見守りをお願い致
します。ご利用者様、職員一同より皆様のご応募をお待ちしております。

☆日時＝令和元年１０月１７日（木）、１８日（金）（時間＝ＡＭ１０時～１２時）

☆場所＝北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所ホール

☆問い合わせ＝電話番号（９３６）３００６　　担当／神谷、宮平

職場体験

敬老会ボランティア募集

初めての職場体験

余興で空手を披露 お茶をどうぞ 迫力満点な演舞

気持ち良くなってね 入浴後のヘアーセット  楽しい会話

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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平成30年度 　事 業 実 績 報 告

１ 会務運営
（１）理事会・評議員会の開催

理事会５回　評議員会４回
（２）評議員選任･解任委員会の開催

開催数　1回

（２）小地域福祉活動（ミニデイ）団体支援
①団体助成金支給事業　１１団体
②連絡会の実施　　 　   　
③研修会の実施　  　 　   
④送迎支援の実施

２団体
⑤小地域福祉活動事業に関する相談支援・情

報提供
（３）地域福祉委員活動の推進

連絡会及び研修会の実施　　２回
（４）相談所の運営・相談活動の充実

①総合相談（月～金）　　１０９件
②法律相談（第１水曜日）　１１件
③補聴相談（第１木曜日）　７１件

（５）地域貢献活動企業の開拓及びコーディネートの
実施

（６）福祉バス運行事業の実施　　１１９件

２ 社協会員加入の推進
（１）戸別会員加入の推進

戸別会員　３，６８９世帯
（２）賛助会員、特別会員加入の推進

賛助会員　１１件
特別会員　５７件

４ 地域福祉推進事業
（１）コミュニティーソーシャルワーク事業

①相談支援　　個別支援  １９１件
②地域ネットワーク会議        　7行政区
③支え合いネットワークづくり
④子どもの貧困対策関係機関･団体との連携

・情報共有の場の開催　　１１回
・子ども食堂・子どもの居場所づくり等へ取り

組む団体への支援及び情報提供、物品等の
コーディネート

⑤地域見守り隊事業の推進　
協力事業所　２５事業所

３ 調査・広報の充実
（１）歳末たすけあい義援金支給対象世帯調査  86世帯
（２）「社協だより」の発行　　年4回発行
（３）ホームページの運用
（４）第１９回北谷町社会福祉大会の開催

　    
（５）外部団体からの助成金等の情報提供

５ 要援護者世帯（者）対策の推進
（１）生活福祉資金

貸付相談   　 ５７件（貸付決定３件）
（２）法外援護事業    相談件数10件（支給決定7件）

生活支援　　　　　　６件　
災害等被害者援護費　１件

（３）歳末たすけあい事業の実施
義援金及び物品配付　４７世帯

（４）食品等給付事業の実施
食糧寄贈 　１２件（個人、団体）
食糧提供　 ２２件

６ 在宅福祉サービスの推進
（１）ひとり親世帯支援事業の実施

①親子の集いの実施　　２回
②新入学児童生徒激励事業の実施
　小中学生へ商品券や文具等の配布　８３名
③福祉器具貸出事業の実施　　　　　５１件
④物品貸出事業の実施　　　　　　　３６件
⑤福祉器具・物品等受入れ及びコーディネート
　の実施

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

８ 生活支援コーディネーター事業の実施
（１）生活支援ニーズ調査　
（２）地域資源の把握、情報収集　　

みつばち手帳の発行
（３）第１層協議体の設置
（４）その他（他市町村との情報交換会等）

９ 高齢者・障がい者の権利擁護の推進
（１）日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

の推進
管理数　４件

12 介護保険事業等の経営
（１）指定通所介護事業所

①通所介護事業の実施（定員２５名）
　一日平均利用者数　１９．２名
②介護予防事業の実施
　一日平均利用者数　　１．７名
③通所型サービスＡ事業「アガイティーダ」の実施
　一日平均利用者数　１６．２５名

（２）居宅介護支援事業所
①居宅介護支援事業の実施
　登録者数　５５名（男性１６名、女性３９名）
②北谷町介護予防支援業務の実施
　登録者数　１４名（男性１名、女性１３名）

７ ボランティア活動の推進
（１）ボランティアセンターの運営

①ボランティアセンター活動事業
　・登録件数　個人１３名、２２団体
　・相　談　　　　　　　  １３件
　・諸行事への派遣回数　　１０回
　・派遣人数　　　　　　  ５６名
②ボランティアのコーディネートの実施
③ボランティアに関する広報・啓発活動の充実
④ボランティア活動保険・行事保険の加入促進
　・ボランティア活動保険　　７７０件
　・ボランティア行事用保険　　２３件
　・福祉サービス補償　　　　    ２件

（２）福祉体験学習の実施
（３）ボランティアパネル展　　　1回
（４）24時間テレビ街頭募金活動への協力

ボランティア　   　　　　７５名

12 障がい福祉サービス事業の経営
（１）ニライの里

①生活介護事業の実施（定員２０名）
　利用者数　１７名
　園芸事業・陶芸事業・請負事業
②就労継続支援事業Ｂ型の実施（定員２０名）
　利用者数　１６名
　園芸事業・精米事業・売店事業
　陶芸事業・資源回収・請負事業
③日中一時支援事業の実施
　利用者数　３３名

13 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の経営

10 福祉サービス苦情解決事業の実施
（１）苦情相談窓口の設置　　受付件数　２件
（２）第三者委員、苦情解決責任者、苦情受付担当者

の設置

（１）地域生活支援センター「うらら」
①計画相談の実施
　サービス等利用計画作成　　　　１７１件
　サービス等利用計画モニタリング　 ２４８件

11 その他の取り組み
（１）共同募金会活動への支援

①沖縄県共同募金会への協力
（２）民生委員児童委員活動の支援
（３）母子寡婦福祉活動への支援
（４）団体助成事業の推進
（５）県身体障害者スポーツ大会への協力

（６）第３９回町民運動会への取り組み
（７）北谷の産業まつりへの協力
（８）団体助成事業の推進
（９）実習及び県立学校就業体験（インターンシップ）

の生徒受け入れ協力
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資金収支計算書

収　入 支　出

事業活動収入 198,829,158 事業活動支出 185,633,664

施設整備等収入 0 施設整備等支出 7,864,140

その他の活動収入 17,432,305 その他の活動支出 12,070,197

前期末支払資金残高 62,089,741

計 278,351,204 計 205,568,001

財　産　目　録

Ⅰ　資産の部 金　　　　額 Ⅱ　負債の部 金　　　　額

流動資産 87,480,763 流動負債 16,427,172

固定資産 157,117,353 固定負債 32,615,900

資産合計 244,598,116 負債合計 49,043,072

差引純資産 195,555,044

事業活動収支計算書

収　益 費　用

サービス活動収益 197,694,651 サービス活動費用 192,258,436

サービス活動外収益 1,134,507 特別費用 8,045,506

特別収益 8,045,501 その他の積立金積立額 276

その他の積立金取崩額 6,690,000

前期繰越活動増減差額 75,026,885

計 288,591,544 計 200,304,218

貸借対照表

資産の部 負債の部

流動資産 87,480,763 流動負債 16,427,172

固定資産 157,117,353 固定負債 32,615,900

純資産の部

基本金 1,000,000

基金 40,000,000

国庫補助金等特別積立金 8,336,376

その他の積立金 57,931,342

次期繰越活動増減差額 88,287,326

計 244,598,116 計 244,598,116

平成 30 年度

北谷町社会福祉協議会決算報告
法人全体 （単位：円）

当期末支払資金残高  72,783,203 次期繰越増減差額　　　　　　　　88,287,326

あなたが利用している福祉サービスについて
疑問・意見・苦情・不満・要望 はありませんか？

● 福祉サービスに係る苦情解決事業 ●

社会福祉協議会や一般福祉事業に関する苦情や意見、要望等は………………☎ 098-936-2940
指定通所介護事業所（デイサービス）に関する苦情や意見、要望等は………☎ 098-936-3006
居宅介護支援事業所に関する苦情や意見、要望等は……………………………☎ 098-926-0572
障害福祉サービス（ニライの里・うらら）に関する苦情や意見、要望等は………☎ 098-936-2994

　北谷町社会福祉協議会が提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことで、福祉サービスに対する利用者の満足度を高
めるとともに、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、提供者の信頼及び適正性の確保を図ります。事業所には「苦情受
付担当者」や「苦情解決責任者」が設置されており、また、職員以外の「第三者委員」も設置され、話し合いによる苦情解決に努めます。

●平成３０年度苦情解決事業報告（平成 31年 3月 31日現在）

① 施設等の整備について 0件
② サービス内容について 2件
③ 職員の言動や態度について ０件
④ 利用者の処遇について 0件
⑤ 利用契約の締結について 0件
⑥ サービス利用時の事件・事故について 0件
⑦ 利用料（自己負担等について） 0件
⑧ その他 ０件

合計 ２件

お気軽
に連絡
下さい

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com
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令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金を受け付けています。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
受　付　期　間：令和元年９月～令和２年２月２２日まで
募金箱設置場所：北谷町社会福祉協議会（謝苅保育所となり）　　　北谷町共同募金委員会　９３６－２９４０（玉栄）

　皆さまからいただいた募金は、北谷町の地域福祉活動資金や沖縄県内の団体や事業所へ配分されて
おります。
沖縄県共同募金会　北谷町共同募金委員会　９３６－２９４０（社協内）　担当：玉栄

北谷町の福祉を応援しませんか
赤い羽根共同募金運動が始まります！

地域の福祉みんなで参加

令和元年度　目標額；４，４９６，０００円　平成３０年度　実績額：４，４１２，２８５円

今
年
も
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

令和元年度　特別会員

社協会員は随時受け付けております！ 気軽にお問い合わせください。　９３６－２９４０（玉栄）

★　洋菓子・パン工房　グラシュー
★　テルヤ設計
★　（株）マルイ
★　（有）大三建装工業
★　（有）宮城解体　
★　（一社）中部地区医師会検診センター
★　（有）ライフテック
★　旭建設（株）
★　（有）北原土木　 
★　（有）大蔵工業
★　（有）平電設　 
★　（株）アイムホーム　　　　
★　（株）イケハラエンジニア  
★　（株）奥原商事　
★　（株）コクバヤサン　　
★　（有）ティ・ビィ・大地　
★　(株）オーエスディー　
★　北谷長老酒造工場（株）

★　（有）當山設備興業　
★　ハンビー建機リース　
★　美浜リアルエスエート（株）
★　株式会社　海邦　
★　（有）万代設備　
★　（株）北谷スポーツセンター　　
★　税理士事務所　ニライ　
★　（株）丸輝電気　
★　崎原土建（株）　
★　（医）八重会　たまきクリニック　
★　（有）町田石油ガス　
★　（株）住太郎ホーム　中部支店　
★　（株）川畑自動車学校　
★　（有）開成建設産業
★　（有）魚しげ　
★　上間不動産　
★　（医）桑江の楝　こばし内科クリニック
★　（医）彩の会やびく産婦人科・小児科
★　中部緑化土木（株）

★　とうま整形外科クリニック　
★　（有）アーキテクト
★　（株）薬正堂 すこやかの森ヴィラ北谷
★　北谷電機工業　
★　（有）北谷印刷　
★　（有）栄野比土建　
★　（株）松島設計　　
★　（有）大成エンタープライズ
★　まつしま歯科医院　
★　北谷自動車整備工場　
★　（有）文正堂
★　（株）徳栄商事
★　税理士法人　砂川会計パートナーズ
★　とけし商事（株）
★　（有）真栄工業
★　エナジックボウル美浜　
★　沖縄県農協　北谷支店
★　匿名　１件 55件

社協会費に関するお問い合わせは　Eメール　soumu@chatanshakyo.comご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com
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編集後記
暑さが和らぎましたがいか
がお過ごしでしょうか、秋
の花の代表の一つコスモス
（秋桜）私の好きな花の一
つです。

Ｔ．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）

寄附金 ～皆様からのあたたかい善意～
（令和元年6月 11日～令和元年8月 6日）

日　付 氏　名 金　額 備　考

6月27日 目取真　興明　　様 200,000円 故妻　目取真　政子様の
香典返しの一部として

7月1日 仲本　春子　　　様 100,000円 故夫　仲本　朝信様の
香典返しの一部として 

7月3日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

7月12日 上間　裕　　　　様 100,000円 故祖母　上間　文子様の
香典返しの一部として

7月18日

ライオンズクラブ国際
協会　３３７－D 　　　
地区沖縄R１Z
北谷ライオンズクラブ
会長  金子  智之　様

20,000円 寄附として

8月2日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

8月6日 與那覇　政一　　様 50,000円 故母　與那覇　敏子様の
香典返しの一部として

匿名様（3件） 50,000円 

合　計 530,000円 

ご芳志、誠にありがとうございます。
　町内の社会福祉事業の推進の為、有効に活用させて頂きます。

令和元年７月１８日（土）
ライオンズクラブ国際協会３３７－D地区沖
縄 R1Z 北谷ライオンズクラブ役員交代式
にて 20,000 円のご寄附を賜りました。

金子　智之　会長（当時）と

福祉器具【ポータブルトイレ（家具調）】の寄贈に感謝！

合資会社 沖縄実業様より
令和元年６月、ポータブルトイレ（家
具調型）を頂きました。ありがとうご
ざいます。寄贈品は必要とする方に貸
出しし活用していきます。

通所介護事業所・ニライの里
パート職員募集！！
気軽にお問い合わせください。
９３６－２９４０（照屋） 待ってます！


