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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

９月に保育園児との交流会を行いました。利用者様の皆様も大変楽しまれ、園児と一緒に踊る時には良い表
情がたくさん見られました。今回参加して頂きました愛育保育園、謝苅保育所、上勢保育所、ファミリー保
育園の園児、先生の皆様ありがとうございました。

デイサービスでは日頃より、レク活動・カラオケ
タイムを通して利用者様同士交流を楽しまれて
います。皆さんステキな笑顔です。

保育園児との交流会

レク活動・カラオケ

楽しいね～

いつまでも元気でね

仲良くカラオケタイム

やった～
1位だよ

ゲームで
景品ゲット

ビンゴ大会開催

仲良くハイチーズ

気合の入ったダンス

気持ちいいさ～

また遊びに来るね～
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10月17日、18日に敬老会を行いました。一年に一度の大きなイベントの為、利用者様も以前から楽しみに
されていました。今回、敬老会の余興で盛り上げて頂きました北谷町民踊愛好会、北谷結舞踊結の会の皆様
本当にありがとうございました。利用者様からもとても好評でした。食事も豪華で、とても楽しい敬老会で
したと利用者様から嬉しい声を頂きました。

敬老会

司会の登場～ 北谷町民踊愛好会余興 北谷町結舞踊結の会余興

皆でイーヤーサッサー 毎年敬老会は楽しみさ～ 特別幕の内弁当

マーサッサー

会の前の準備運動もイイネ～ 参加者で北谷音頭を披露 とっても美味しさ～

カチャーシーカチャーシー

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@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

『フードバンク』にご協力をお願いします。
　社協では、フードバンクに寄せられる食料品等を困っている人へ緊急的に給付
支援をしていますが、町民や支援機関等からの相談が多く寄せられ食料品の給付
が増えたことにより、フードバンクの備蓄している食料品が少なくなっています。
　年末年始に向け、皆様からのあたたかいご支援をお待ちしております。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      北谷町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎936-2940（担当　渡嘉敷）

【寄附していただきたい食品】

● 穀類（お米・麺類・小麦）
● 保存食品（缶詰・瓶詰）
● インスタント食品（ラーメン）
● レトルト食品（カレー・スープ等）

※常温で保存でき、未開封で賞味
　期限が残っているもの。

美浜区いずみの会
（ガンガラーの谷）

【福祉バス使用対象団体】
・町身体障害者団体  ・町老人クラブ連合会
・町民生委員児童委員協議会
・町社協協力ボランティア団体
・町母子寡婦福祉団体  ・町自治会　
・町議会  ・町遺族会  ・町教育委員会
・町更生保護女性会  ・町役場
・町内小中学校

         ※詳しくは、北谷町社協まで・・・

　師走に入り、あわただしい毎日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　福祉関係者及び関係団体との相互の親睦を図るとともに、新春を祝う、新春の集いを下記のとおり開催し
たいと思います。ぜひお誘い合わせの上、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

令和２年
『福祉関係者新春の集い』開催のお知らせ！

主催：社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会
日時：令和２年１月１７日（金曜日） １８時３０分～２０時００分
場所：ちゃたんニライセンター（カナイホール）
会費：１,５００円　（チケット制）
チケットは社協事務所にて販売しております。

生涯学習講座「北谷町の歴史巡り」

願寿大学研修（オキハム工場）にて

社会福祉事業の推進と北谷町福祉関係諸団体の活動の寄与に ...

福祉バスを運行しています。

小中学校（校外学習）の移動に...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　      北谷町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎936-2940（担当　渡嘉敷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      北谷町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎936-2940（担当　渡嘉敷）

●町内小中校の校外学習、自治会の研修等で多く使用され
ている福祉バスの運行事業は、住民のみなさんから寄せら
れた会費や寄附金を活用しております。
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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 ボランティアに関するご相談は　Eメール　volunteer@chatanshakyo.com

北谷高校の生徒2人が独居高齢者宅の草刈りを手伝ってくれました。
庭はとても綺麗になり、気持ちよく新年を迎えられると喜ばれました。

ボランティア団体「かりゆし七人会」による独居高齢者宅の草刈りボランティアを行いました。
皆さんのパワー溢れる草刈りのおかげでとても綺麗になりました。

北谷高校のお2人、かりゆし七人会の皆さんご協力ありがとうございました。

草刈りボランティア

水害にあったときに
１、被害状況を写真に取る。

・被害の様子がわかる写真を撮る
・家の外をなるべく４方向から、浸水した深さがわかるように撮る
・室内の被害状況もわかるように撮る
※市町村から罹災証明書を取得するときに役立ちます。また、保 
　険金請求にも必要です。

２、施工会社・大家・保険会社に連絡
・家の施行や大家に、家が浸水したこと、浸水のおおよその深さ

を伝える
・火災保険や共済に加入しているかわからないときは
下記へ問い合わせましょう　
自然災害損保契約照会センター
（一般社団法人　日本損害保険協会内）
電話：０１２０－５０１３３１（無料）
土日祝・年末年始をのぞく９：１５～１７：００

３、罹災証明書の発行を受ける
・市役所・町村役場に浸水したことを申し出る
・被害認定の調査を受ける
必要な手続きや作業をくわしく説明した「冊子版」もあります。
震つなぐ公式ブログ
https://blog.canpan.info/shintsuna/ 

～出典：水害にあったときに
（震災がつなぐ全国ネットワーク作成）より抜粋～

１１月の沖縄での豪雨では、北谷町内においても浸水被害にあった世帯がありました。
水害があった時に下記のこと、ぜひ心にとめておいていただきたいと思います。

社協では、災害による貸付などのご相談に応じています。
☆被災による臨時に必要とする費用（福祉費）
☆緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合（緊急小口資金）
☆災害により被害を受けた住宅の補修等資金の貸付
　問い合わせ先：北谷町社会福祉協議会
　電話：９３６－２９４０　地域福祉係
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社協会費に関するお問い合わせは　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

・手話サークル「青空の会」
・グループホーム「上勢頭」
・グループホーム「結の郷」
・グループホーム「ちゃたん」
・NPO法人エンカレッジ
・ボランティア協力「沖縄中央学院」他

　去る１１月３日（日）桑江総合運動公園にて北谷
町民運動会が行われました。
　福祉関係団体相互の交流を図る目的に実施した集
団演技「手話ソング /玉入れ」には、お忙しい中ご
参加いただきありがとうございました。

第４０回
北谷町民運動会ご参加ありがとうございました。

【演技参加団体】

第１１回ちゃたん健康・福祉まつり
ご来場いただいた皆様、関係団体・企業の皆様

ありがとうございました。
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社協会費に関するお問い合わせは　Eメール　soumu@chatanshakyo.com 地域福祉に関するご相談は　Eメール　csw@chatanshakyo.com

　北谷町社協では、思いやりの心を育て、子ども達が身近に
ボランティア活動や多くの人たちから「ともに生きる」こと
を学び、「住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくり」を目的に福祉教育を町内学校で開催しています。

浜川小学校にて、高齢者疑似体験、社協職員による福祉講話、アイマスク体験、社会福祉法人高洋会の協力
のもと車いす体験、視覚障がい者の桐原好枝さんによる福祉講話！

美浜在住の比嘉さん！
ボランティアで社協のイベント等で素敵な写真をいつも撮って
くれています。

福祉体験

桑江中学校にて、手話サークル「青空の会」
（ボランティア団体）による手話体験

北谷小学校にて、社会福祉法人高洋会の協
力のもと、車いす体験とアイマスク体験！

ちょいボラ
コーナー
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TEL:９３６‐２９９４
FAX:９３６‐７２２５

　はなさきまつりではカレーと飲み物の販売を行いました。カレー販売では、列が出来るほどの大盛況
で、他の事業所の方も沢山注文していました。また、少し手があいた時は、舞台のダンスも見て、楽しみな
がら販売を行いました。

　スポレク大会において、利用者の皆さんは、大玉転がしや玉入れ、30ｍ走、障害物リレー等の競技に
参加し楽しんでいました。パン食い競争では、パンを取り、喜んでいる様子でした。昼時間は、パプリカや
508号線等を踊り、日頃、ニライの里で練習している成果が発揮できました。

はなさきまつり

沖作連スポレク大会

「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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※価格は消費税込（8％）化粧箱込の値段です。        

※お電話がつながらない時は、北谷町社会福祉協議会「ニライの里」へお電話ください。ＴＥＬ：９３６‐２９９４
営業時間：月～金　午前１０：００  ～  午後１６：００　土日祝日休み                 
場　　所：北谷町字伊平４１9‐１（国体道路沿い ： 地域活動支援センターたんぽぽ隣）　　

※贈答包装150円込みの金額です。
クラフト袋・がち米化粧箱・米づくし化粧箱からお
選びいただけます。　
ご指定がない場合は、がち米化粧箱での対応とな
ります。

その他ご要望があればご相談ください。

がち米工房　電話 936-8955　FAX  936-7225

令和元年１２月１日現在

お歳暮用のお米　予約受付中お歳暮用のお米　予約受付中お歳暮用のお米　予約受付中

５㎏　２，77０円

３㎏　１，77０円

５㎏　２，２５０円

３㎏　１，４５０円

５㎏　２，35０円

３㎏　１，50０円

銘　柄 注文個数
５㎏ 個 3㎏ 個

合計金額 円

５㎏ 個 3㎏ 個

５㎏ 個 3㎏ 個

お名前： 電話番号：

お届け住所：

お届け日：

箱タイプ：　　  米づくし箱　  ・　  がち米箱  　・　  クラフト袋 

のしタイプ：　お歳暮　・　お年賀　・　その他（   　　　）

備考：   

山
形
県
産

「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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令和元年度地域歳末たすけあい
運動ご協力よろしくお願いします。

つながり　ささえあう　みんなの地域づくり
令和元年１２月１日～１２月３１日

皆様から集められた募金は、北谷町の生活困窮世帯
支援として、お米やクリスマス用のお菓子、新１年
生のお子さんへランドセル支給などの地域福祉に活
用されています。

〒904-0105　北谷町字吉原２６番地６
（謝苅保育所隣り)
ＦＡＸ：936-2989　電話：936-2940
Ｅ-mail ：soumu@chatanshakyo.com
　　　　月～金（８時30分～17時15分）
※ 休日、祝日はお休みです。   

１．令和元年８月佐賀県豪雨災害
受付期間：令和２年２月２２日まで

２．令和元年台風１９号災害義援金
（岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・
群馬県・埼玉県・神奈川県・長野県・静岡県・
中央共募）※各地域によって受付期間が異
なりますので、下記までお問い合わせくだ
さい。

３．令和元年台風１５号・台風１９号大雨
千葉県災害義援金
受付期間：令和元年１２月２７日まで

問い合わせ先：北谷町共同募金委員会
電話：９３６－２９４０（社協内）
担当：玉栄

　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。お気軽にご相談ください。

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。

社協各係の受付担当職員 

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？

山川 愛子（北玉区）仲宗根 秀子（上勢区）宮平 俊治（桑江区）

内　　容 電　　話 担当職員

社会福祉協議会に対する苦情等全般
一般福祉事業 ９３６－２９４０

玉栄　貴子

目取真　興也

介護保険事業（通所介護　デイサービス） ９３６－３０００ 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）   
障害福祉サービス（うらら） 936-2994

豊見里　理子

糸村　真由美

災害義援金募集中！

いつでも声
をかけてく
ださい。

苦情解決事業　第三者委員（外部委員）

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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社
協
会
員

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　グラシュー洋菓子
★　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）

救急措置講習会で学んでいます！
　北谷町社協では、日ごろから地域住民の皆さんやデイサービス、ニライの里など利用者との関りがあることか
ら、毎年１回職員を対象に救急措置講習会を実施しています。主に心肺蘇生法やAEDの取り扱いを学んでいます。
　又、社協の事務所と福祉バスには、AEDの設置がされており、ニライ消防署から救命講習修了者常駐事業所と
指定されています。いつでも万が一の時にいち早く対応ができるように心がけていきます。

AEDも取り扱い法を学ぶと自信がつきます！

　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。
　設置をしてくださ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。

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）

自動販売機設置して、北谷町の地域福祉を応援し
ませんか？

特別会員は、北谷社協を応援していただいている企業や団体の
皆様です。会費は、北谷町の地域福祉活動の資金として活用され
てます。

★　（有）當山設備興業　
★　ハンビー建機リース　
★　美浜リアルエステート（株）
★　（株）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
★　（株）ツドイカンパニー
★　匿名　１件

56件

赤い羽根共同募金に関する問い合わせは　Eメール　kyobo@chatanshakyo.com
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編集後記
今年も残りわずかですが、やり残した
ことはないでしょうか。１２月は忘年会
などもあり、飲食することが多くなる
時期だと思いますが、体調など崩さず
頑張っていきましょう。　　　　 H．H

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。まずはお電話ください。

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8月 21日～令和元年11月 18日）

日　付 氏　名 金　額 備　考

8月23日
医療法人　沖縄徳洲会
北谷病院
院長　金城　進　様

120,000円 ニライの里へ

9月4日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

9月11日 伊佐　貞儀　　　様 100,000円
米寿祝いの記念と
して社協とニライ
の里へ５万円ずつ

10月2日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

11月5日 森山　朝信　　　様 5,000円 寄附として

11月18日 桑江後郷友会　　様 142,972円 寄附として

匿名様（8件） 91,967円

合　計 469,939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。

フードバンク（食糧品）のご提供ありがとうございます。 

北谷町にお住まいの方々３名様より食糧品のご寄附がありました。
困窮世帯の緊急的な支援に活用いたします。ありがとうございます。

 米３㌔×３袋  米５㌔ /缶詰１２個  米５㌔ /袋麺２０食

北谷町社会福祉協議会

936-2940936-2940

　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。

デイサービス
臨時・パート職員
募集中！！

☆デイサービス
・介護員（臨時）
　　日当：６，２００円
　　休日：日曜を含む週２日休み
　　就業時間：８：３０～１７：１５
・介護員（パート）
　　時給：８２５～８５０円
　　休日：日曜を含む週４日休み
所在地：北谷町字桑江７３１番地

（町保健相談センター内）

気軽にお問い合わせください。
９３６－２９４０（仲里）

（町保健相談センター内）


