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　コロナ禍の中、募金してくださった町民・事業所・学校関係者の皆さま、
募金活動にご協力いただいた自治会・民生委員・福祉委員・
老人クラブ・ボランティアの皆さまのご厚意に、大変感謝を
申し上げます。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

北玉小学校 桑江中学校 北谷小学校

北谷第二小学校 北谷高等学校 浜川小学校



ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

ボランティアコーナーボランティアコーナーボランティアコーナー
　美浜区にお住まいの仲地せつ子さん、毎朝の交
通安全指導や自治会周辺のゴミ拾いを朝6時半から
雨の日も風の日も行っています！！
元々は、旦那さんが始めていた活動ですが,
せつ子さんが後を引き継ぎボランティア活動は5年
目になります。
子どもたちからの笑顔と元気の声が活動の源になる
と笑顔で語っていました。

　ボランティアグループ『はっぴー』さん。平成27年にグループを立
ち上げ、子ども食堂「おひさまカフェ」をわんぱく児童館にて行って
います。
　活動する中で、寄付して頂いた食材の保管場所や、メンバーさん達
の活動拠点を持つことが望まれていました。
　そこで、メンバーの中から有志を募り、令和２年10月桑江区に「レ
インボーハウス」を開所しました。
　「レインボーハウス」が子ども達と地域の皆さんがつながる場所の
ひとつになれること、それを通じてグループの活動の幅が広がるこ
とを、メンバーの皆さんも楽しみにしています♪

とぅんじーじゅーしー
民生委員さんから、
地域のご高齢の世帯へ

とぅんじーじゅーしー
民生委員さんから、
地域のご高齢の世帯へ

　開所記念にハロウィーンのお菓子を配り
ました。
　当日は、たくさんの子ども達がレイン
ボーハウスに訪れてくれました♪

北谷町社会福祉協議会
はじめました公式SNS

お待ちしています

@272hbybx

Follow me!

@chatan2940shakyo

いいね！お待ちしてます

@chatan2940shakyo

頂いた紅イモ・かぼちゃを
使って作りました。
ちーたん塾・みはま塾、
児童館の子ども達へ

三色ムーチー

ちょい・ボラちょい・ボラ
～住みよいちゃたんの町づくり～～住みよいちゃたんの町づくり～
　 第一生命保険株式会社 北谷オフィス（美浜区）
では、毎週水曜日午前9時～ 9時30分、事務所か
ら地域振興センター近くまでの国道や、町営駐車
場を含む地域のクリーン活動を、約15名の社員
で汗水流して頑張っています。

第129号 （2） 北谷町社協だより



ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

３月11日現在
沖縄県共同募金会北谷町共同募金委員会

令和
2年度 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176,666円を合わせ総額4,208,077円
（3/11日現在）となりました。これらの募金は、次年度（令和２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1,471,000円、町社会福祉協議会事業に2,737,077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。

種別 目標額 実績額 達成率 備考
戸別募金 1,905,000 円 1,718,700 円 90.2% 3,368 世帯
学校募金 300,000 円 224,521 円 74.8% 7 校
事業所募金 1,700,000 円 1,612,500 円 94.9% 280 件
職域募金 400,000 円 351,889 円 88.0% 21 件
その他 76,000 円 123,801 円 162.9% 9 件
小計 4,381,000 円 4,031,411 円 92.0%

沖縄県共同募金会
取り扱い配分金 176,666 円

県医師会 ¥66,000 琉銀役職員 ¥2,942
県歯科医師会 ¥30,000 沖銀役職員 ¥3,125
県金融協会 ¥21,000 ㈱サンエー ¥53,599

合計 4,381,000 円 4,208,077 円 96.1%

 令和２年度配分額 Ａ配分金（沖縄県共同募金） ¥1,471,000
  Ｂ配分金（北谷町社会福祉協議会） ¥2,737,077

１，戸別募金　１１行政区 ¥1,718,700
行 政 区 名

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

２，学校募金　　6校 ¥224,521
学 校 名

北谷小学校 桑江中学校 北谷高等学校
北玉小学校 浜川小学校 北谷第二小学校

3−① 事業所募金 (100,000円以上 )1件 ¥100,000
企　業　名 募 金 額

沖縄県軍用地等地主会連合会 ¥100,000

3−② 事業所募金 (10,001円以上 )13件 ¥415,000
企　業　名 募 金 額

旭建設㈱ ¥50,000
㈱オーエスディー ¥50,000
㈱アイムホーム ¥50,000
㈱徳里産業 ¥50,000
崎原土建㈱ ¥30,000

（医）彩の会やびく産婦人科・小児科 ¥30,000
㈱北谷シーサイドリゾート ¥30,000
大興建設㈱ ¥30,000

（医）八重会たまきクリニック ¥20,000
㈱海邦 ¥20,000
㈲万代設備 ¥20,000
㈲ 花石油　北谷ハンビー店 ¥20,000
石川マンション ¥15,000

3−③ 事業所募金（１0,000円）　　61件 ¥610,000
企　業　名

㈱住太郎ホーム中部支店 ㈲平電設
㈲サキ・コーポレーション ヤラデンタルクリニック
㈲アーキテクト ㈱ツドイカンパニー
㈲宮森設計 洋菓子パン工房グラシュー
㈲開成建設産業 砂辺スマイル歯科医院
ハンビー建機リース 花の店ポプリ
北谷電機工業 ㈱マルイ
㈱北都装美 ㈲ラムハウジング
㈲栄野比土建 ㈲ライフテック
㈲豊見里組 ㈲はまや
北谷印刷 ふれあいきっず放課後等デイサービス
北谷進学スクール ㈲宮城解体
安次嶺ガラス店 砂辺解体
㈱北谷スポーツセンター ㈲北原土木
具志土地家屋調査事務所 ㈲大蔵工業
㈱丸輝電気 ㈲大成エンタープライズ
公文式　北谷桑江教室 ㈱コクバヤサン
山田金物店 ㈱国際ビル産業中部支社
興和設備 ㈲ブンキョウ技研
北谷長老酒造工場株式会社 （学）南星学園サイ・テク・カレッジ美浜校
㈲真栄工業 ㈱奥原商事
コーポ悠 こばし内科クリニック
㈲當山設備興業 専門学校沖縄中央学園
テルヤ設計 ㈱エナジックボウル美浜
ゴールデンマインドアチーバーズインターナショナル 美浜リアルエステート㈱
徳進設備工業㈱ 三善建設株式会社
上間不動産 津嘉山ステンレス工業
㈲無心庵 タイヘイ薬品北谷店
崎原スモールウェスト 税理士法人砂川会計パートナーズ
千代田ブライダルハウス ㈲プロジェクトサポート
匿名　１件

北谷町社協だより	 第129号 （3）



「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

TEL:９３６-２９９４
FAX:９３６-７２２５

　去る令和2年12月19日、那覇曹友会のメンバー53名の皆さんが、
ボランティアで木の伐採をしてくださいました。
　またこの日は、（一財）北谷地域振興センターから２名のボランティアが、
高所作業車を使って、伐採と搬出作業をしてくださいました。
　お忙しい中、本当にありがとうございました。

ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

3−④ 事業所募金（5,000円〜9,999円）　47件 ¥236,000
㈲島設備 アルソア化粧品 ㈲町田石油ガス ㈲ティ・ビィ大地 エッソエクスプレス砂辺センター SS
コーポラス YARA ㈲仲間材木店 ㈲丸興電気 ㈲とうま建築設計事務所 がじまる食堂
稲嶺アパート キシモト建築設計室 北谷自動車整備工場 ハンビー歯科クリニック まつしま歯科医院
㈲隆成建設 興南電気 Bar bar BOND ㈱松島設計 ICS ㈱
㈱沖縄共同技研 ㈲文正堂 ㈲エム・シー不動産 ステーキハウス金松 ㈱徳栄商事
㈲東建 真和建築設計事務所 中部電機サービス ㈱イケハラエンジニア 安里順一司法書士事務所
㈱福地岸本保険企画 ファミリー歯科医院 目苅興業 理容室メリー アーク・クレスト㈱
大北薬局 津嘉山建築設計事務所 ㈲大豊 前田アパート ice 美浜店
グループホーム上勢頭 ミヤサト家具 ㈲諒 ㈱海邦技研 ㈱あいわ事務用品
㈲永田建築設計事務所 アイ歯科

3−⑤ 事業所募金　157件 ¥251,500
㈲石川重機土木 ノエビア沖縄第一販売会社 ファミリーマート北谷国体道路店 車買い取り　買王 ファミリーマート北谷上勢頭店
クリナーズ地球 居酒屋さとうきび イトマン白蟻社 ㈱ホカマ カットクラブ T-Snip
根保幸男 ㈱ニッシンハウジング びわの木 たたら接骨院 イーグル
ローソン北谷上勢頭店 オートショップ KEN 高丘不動産 ヘアーサロンさち 幸建レンタル㈲
コスモ電装 ユナイテッドハウジング 協友電設 ギャラリープルミエ エッカ石油㈱中部オートガス
琉球てぃだ
島洋菓子店 ㈲ナカムラ物産 ジャジー理容館 ファミリーマート北谷桃原店 居酒屋ちゃたんむら
町田商店 居酒屋しんちゃん よしの藏
カットハウスツインズ ㈲ひかり装飾 北谷不動産 ㈲北谷オートサービス 秀斗学園
月桃 さち美容室 ホーム電化 ㈲蔵元 美容室オーリトーリ
イナミネ理容館 向上設備 ニライ不動産
沢岻自動車解体所 伊集院アカデミー チャオ・チャオ弁当 浜寿し ㈲アシストホーム
ステーキハウスキャピタル 宮平電装 沖縄地盤調査 midori バーバーサロン将軍
㈱伊平衛生 NS オート 居酒屋一本松 キャッツ 沖縄シナジー鍼灸整骨院
㈲住建産業 玉仲ドレープ キミ美容室 居酒屋よし八 居酒屋遊希
琉球新報桑江取次所 福寿し スポーツショップ 921 ヘアーサロンきゃん 合資会社北谷交通
中央保育園 ｔ 2 ｊ ㈱中頭宅建
徳里商店 謝苅そば ばくばく亭 山原屋北谷店 ㈲アトリエ門口
宮里アパート DAN 保険代理店みらい夢 オートリペア hanataka 不動産崎原
ピザ屋さんスラッピースライス 又吉精肉店 仲村板金 ㈲東亜 沖縄タイムス北谷中央販売センター
沖心板金 丸勇衛生 きたたま美容室 ヘアーサロンときた 松田オートサービス
スカイクリーン
リプラ不動産
あおかわエアー充填所 ㈲アラタ タイラサイクル G.Hair ㈱ダイドーリース
美容室プレスト 裕次郎そば ㈲モノポリープロジェクト ナミオート サマーキャンドル（長浜）
北前賃住宅 フレンズ動物病院 ㈲イナテック
仲村加代子琉舞道場 ヘアーキャラメロウ プリンセス（カットハウス） カキハナ文具店 スナベマリン
アメリ感・アメリ館 ヘアースタジオデジャブ むらやま薬局 ホワイト急便砂辺店 宮平つりぐ店
㈲ムトウ測量設計 ブルーアイボディ 島シングル工業 金城ガラス ニライクリーンサービス
田場自動車商会 ㈲譜久村左官工業 てるや洋裁店 石川種麹店 新里菓子店
砂辺水園 ㈲譜久村悦子琉舞道場 カラオケあつ子の部屋 ㈲砂辺食品 ミッキーハウジング
北谷令和ガス
氷ヲ刻メ オートガレージスナベーズ 名幸芳正土地家屋調査事務所 PIZZA in okinawa ピース自動車解体
宇野山商店 YT 自動車解体 砂辺レッカー ㈱ダイナスシティーハウジング 白井椅子店
メディアワールド 動く倉庫 GLOBAL VAN スナベ㈱ あまわりまぐろダイニング ㈱ DREAM RUN
とけし商事㈱ GORDIES（ゴーディーズ） ㈲クローバー薬局 イシケンハウジング 幸地電設
シスター洋裁店

4. 職域募金　18件 ¥351,889
中央保育園 （一財）北谷地域振興センター ファミリー保育園 北谷町軍用地等地主会 ポリテクセンター沖縄
幼児の学園子どもの森 北谷町商工会 沖縄県企業局北谷浄水管理事務所 浜川小学校 北谷小学校
サイ・テク・カレッジ美浜 ニライ消防本部北谷消防署 コザ信用金庫北谷支店 桑江中学校 絆保育園

（公財）北谷町シルバー人材センター 北谷町役場 愛育保育園 北谷町社会福祉協議会

５. その他（個人・募金箱等）　7件 ¥123,801
ユニオン北谷店 北谷卓球クラブ イオン北谷店 個人　4 名
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「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

TEL:９３６-２９９４
FAX:９３６-７２２５

　去る令和2年12月19日、那覇曹友会のメンバー53名の皆さんが、
ボランティアで木の伐採をしてくださいました。
　またこの日は、（一財）北谷地域振興センターから２名のボランティアが、
高所作業車を使って、伐採と搬出作業をしてくださいました。
　お忙しい中、本当にありがとうございました。

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、１，０９１，４１７円（3月5日現在）が募りました。
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 672,800 円 84.1% 3,313 世帯

事業所募金 50,000 円 277,000 円 554.0% 10 件
職域募金 100,000 円 96,317 円 96.3% 11 件
そ の 他 50,000 円 45,300 円 90.6% 3 件
小　　計 1,000,000 円 1,091,417 円 107.9%

【配分実績】　　¥2,183,394 配分金は、今年度の募金と繰越金を充てています。
内　　容 金　額 備　考

生活困窮世帯への義援金支給 ¥975,000 195 世帯
生活困窮世帯へのお米支給 ¥617,400 294 袋
クリスマス用お菓子の配付 ¥205,800 343 名
生活困窮世帯へのランドセル支給 ¥363,000 11 名
その他（備品・郵送代） ¥22,194

令和
2年度

１　戸別募金 ¥672,800
行 政 区 名（11 行政区）

上 勢 区 謝 苅 区 宮 城 区
桃 原 区 北 玉 区 砂 辺 区
栄 口 区 宇 地 原 区 美 浜 区
桑 江 区 北 前 区

３　事業所募金　10件 ¥277,000
企業・施設名

旭建設（株） （株）アイムホーム （株）松島設計
（有）万代設備 やびく産婦人科・小児科 崎原土建（株）
洋菓子パン工房グラシュー（有）島設備 （有）北谷オートサービス
テルヤ設計

2　職域募金　11件 ¥96,317
企業・団体・施設名

（株）オーエスディー 琉球銀行
北谷町シルバー人材センター 沖縄銀行
ファミリー保育園 愛育保育園
北谷町商工会 北谷町役場
北谷町社会福祉協議会

４　その他　3件 ¥45,300
その他

個人 3 名
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「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

TEL:９３６-２９９４
FAX:９３６-７２２５

あけましておめでとうございます！

凧あげにチャレンジ!

普天間神宮へお参りに行ってきました!

　比屋根化成さんからの委託で、マスクの詰め替え作業を
行っています。
　比屋根化成さんから沖縄県警、県教育委員会、県議会、北谷
町教育委員会へマスクの贈呈があり、その贈呈式にニライの
里メンバーも参加しました！

今年も大いに笑って、幸せが
世界に広がりますように☆
本年もどうぞよろしくお願い
します。

マスク作業

ピカピカに！

練習中～(⌒∇⌒)

県議会へ贈呈

北谷町教育委員会

県警へ贈呈

県教育委員会へ贈呈

議長も見学に
来てくれました！

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

記念撮影

めんそ〜れ  デイサービスめんそ〜れ  デイサービス
　利用者様のデイサービスでの集団体操・レクの様子や利用者様の塗り絵などの
作品をご紹介いたします。

　 コ ロ ナ 禍 で
様々な行事やイベ
ント等が中止に
なっています。
　利用者様に季
節を感じて楽しめ
る空間を少しでも
提供できればと
雛人形を飾りまし
た。

　身体を動かす
機会が少なくなる
と、身体機能の低
下、気づかないう
ちにストレスも溜
まってしまうこと
もあります。
　デイサービスで
は、体操・レク・
マッサージ器の
利用を無理せず
楽しみながら行っ
て頂いています。

綺麗に撮ってね
雛人形きれいね

棒体操

電動サイクル

ボウリング

足裏マッサージ器

コロナに負けない！

体力作り！気持ちイイよ～
ストライク狙う！
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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

記念撮影

めんそ〜れ  デイサービスめんそ〜れ  デイサービス
　利用者様のデイサービスでの集団体操・レクの様子や利用者様の塗り絵などの
作品をご紹介いたします。

　 コ ロ ナ 禍 で
様々な行事やイベ
ント等が中止に
なっています。
　利用者様に季
節を感じて楽しめ
る空間を少しでも
提供できればと
雛人形を飾りまし
た。

　身体を動かす
機会が少なくなる
と、身体機能の低
下、気づかないう
ちにストレスも溜
まってしまうこと
もあります。
　デイサービスで
は、体操・レク・
マッサージ器の
利用を無理せず
楽しみながら行っ
て頂いています。

綺麗に撮ってね
雛人形きれいね

棒体操

電動サイクル

ボウリング

足裏マッサージ器

コロナに負けない！

体力作り！気持ちイイよ～
ストライク狙う！
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北谷町社会福祉協議会

☎936-2940

無料例えば
こんなこと・・・

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

生活している中で困っていること、悩んでいること
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）

ふくしなんでも相談所ふくしなんでも相談所

物品の無償貸出を行っています‼物品の無償貸出を行っています‼ 北谷町社会福祉協議会　☎ 936-2940 渡嘉敷 迄北谷町社会福祉協議会　☎ 936-2940 渡嘉敷 迄

貸出物品
クーラー box / キーパー / 台車 / 
グラウンドゴルフセット / 
プロジェクター＆スクリーン / 
ラジカセ / アンプマイクセット等

貸出対象者
町内の自治会 / 福祉団体 / 
協力ボランティア団体等

～皆様からのあたたかい善意～
　（令和2年12月2日～令和3年2月5日）寄 附 金

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。

株式会社 アイムホームより寄附
日　付 氏　　名 金　　額 備　　　考

12月7日 森山　律子 様 5,000 円 寄附として

12月9日 北谷ライオンズクラブ
会長　奥原　則子 様 20,000 円 寄附として

12月21日 屋比久　里美 様 50,000 円 生活困窮世帯への食料品
購入の財源として

12月21日 古波蔵　清和 様 100,000 円 児童分野への寄附として

12月23日 有限会社 万代設備
代表取締役　石嶺　晃 様 30,000 円 ニライの里へ寄附

1月12日 仲地　修一 様 4,000 円 寄附として

1月18日 株式会社 アイムホーム
代表取締役　渡久川　剛 様 500,000 円 寄附として

1月29日 株式会社 令和ガス
代表　池宮城　秀聡 様 30,000 円 寄附として

Ｒ3.1月〜.2月 森山　朝信 様 10,000 円 毎月5千円を寄附として

匿　名（7件） 56,500 円 寄附として

　合　計 805,500 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。　

　１月１８日（月）、株式会社 アイムホーム（代
表取締役 渡久川 剛）が町社協を訪れ、寄附金

（500,000円）を贈呈しました。

（左から）
　専務取締役 伊佐 様 、 代表取締役 渡久川 様
　　　金城会長、 照屋副会長、 崎原事務局長
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