
　ニライの里では、北谷町より委託を受け、平和の塔清掃、宮城ポンプ場の
花壇整備、北谷町役場内や議会事務局前花壇の整備を日々がんばっていま
す。施設外で作業をしている時は地域の皆様の応援が励みになります。

令和３年６月２８日発行　第１３０号
～手をつなごう！広げよう！笑顔あふれる地域の輪（和）～

北谷町社協だより

◎ ニライの里・めんそーれーデイサービス
◎ 新型コロナによる企業・個人からの寄贈品の紹介
◎ 社協会費のご案内　自動販売機設置のご案内
◎ 令和３年度事業計画・予算
◎ 寄附／福祉サービス苦情解決のご案内
◎ ふくしなんでも相談所／福祉器具寄贈

130号の主な内容ふれあいネットワーク
発行：社会福祉法人北谷町社会福祉協議会

住所：北谷町字吉原26番地6
TEL.（098）936-2940　FAX.（098）936-2989
e-mail   soumu@chatanshakyo.com

HPアドレス  http://www.chatanshakyo.com
ホームページから過去の社協だよりもご覧になれます

平和の塔清掃作業

宮城ポンプ場花壇整備 北谷町役場花壇整備



「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

3月に砂川所長のお別れ会が行われました。
いろいろご尽力いただき、
ありがとうございました。

　去る３月４日『心あそばせ、あなたにとどけ！』をテーマに、きょうされん九州ブロック学習交流
会 inZOOMに参加しました。九州各県のメンバーときょうされん音頭を踊り、大抽選会で楽しい
時間を過ごす事ができました。

１袋からでも町内無料配達！
小さなお子様がいるご家庭や外出が難しい方、
重いお米を持っての買い物は大変という方、
ぜひご活用下さい。
詳細はこちらへ↓

がち米工房では、

がち米工房
936-8955

今年の旧盆は、8月20日、21日、22日

お中元の準備はお早めに！

新しい看護師が
入りました。
新しい看護師が
入りました。

看護師
喜屋武　貴子
昨年11月よりニライ
の里でお仕事をさせて
頂いています。
よろしくお願いします。

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

スタッフ募集
生活相談員・介護職員
(各種手当・特別休暇有)
北谷町社会福祉協議会

TEL：936-2940(担当：照屋・仲里)
★詳しくはHP「求人案内」をご覧くだ
さい

5/18  バイキング5/18  バイキング

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。

今年も施設内のアセロラの木に
果実が、たくさん実りました。
コロナ禍でも季節を感じて頂け
ました。

たべる?

すっぱいね～?

5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日

コロナ禍のもと、外出もままならない状況
の中、少しでも楽しんでもらえたら…
と昼食をバイキング形式に変えてみました。
普段と違う昼食に、食欲もいつも以上に増し
皆さん終始笑顔で食されてました。
皆さんにとても好評だったので次回も開催を予定しています。

第130号 （2） 北谷町社協だより



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

スタッフ募集
生活相談員・介護職員
(各種手当・特別休暇有)
北谷町社会福祉協議会

TEL：936-2940(担当：照屋・仲里)
★詳しくはHP「求人案内」をご覧くだ
さい

5/18  バイキング5/18  バイキング

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。

今年も施設内のアセロラの木に
果実が、たくさん実りました。
コロナ禍でも季節を感じて頂け
ました。

たべる?

すっぱいね～?

5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日5/12  アセロラの日

コロナ禍のもと、外出もままならない状況
の中、少しでも楽しんでもらえたら…
と昼食をバイキング形式に変えてみました。
普段と違う昼食に、食欲もいつも以上に増し
皆さん終始笑顔で食されてました。
皆さんにとても好評だったので次回も開催を予定しています。

北谷町社協だより	 第130号 （3）



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

北谷町社協会員のご加入のご案内令和３年度

☆戸別会員（世帯）・・５００円（今年は緑の会員章です）
　自治会の協力のもと、班長等がお宅をまわっております。
☆賛助会員（個人）・・一口　１，０００円
　どなたでも加入できます。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）・・一口　１０，０００円
　特別会員に加入いただくと、HPにて広告バナーの掲載をしております。

特別会員は、北谷町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ます。

★ 洋菓子・パン工房　グラシュー
★ テルヤ設計
★ （株）マルイ
★ とけし商事（株）
★ （有）宮城解体　
★ （有）島設備
★ （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）イマジン
★ （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）
★ 沖縄中央学園

★ （有）當山設備興業　
★ ハンビー建機リース　
★ 国際ビル産業
★ （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
★ 赤道印刷
★ 上間不動産　
★ 沖縄県農協　北谷支店
★ 中部緑化土木（株）　
★ ちゃたん海のライフセービングクラブ

★ （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　
★ （株）ホカマホーム
★ （有）栄野比土建　
★ （株）松島設計　　
★ （有）ラム・ハウジング
★ まつしま歯科医院　
★ 北谷自動車整備工場　
★ 文正堂
★ （株）徳栄商事
★ 税理士法人　砂川パートナーズ
★ （有）真栄工業
★ （一社）中部地区医師会センター　
★ （医）彩の会 やびく産婦人科・小児科
★ （医）桑江の楝こばし内科クリニック
★ 株式会社　ツドイカンパニー

（順不同）

社協特別会員 （会員数 55件）

あなたも北谷町の地域福祉を応援できますあなたも北谷町の地域福祉を応援できます
　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。
　設置をして下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。

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　（総務係）

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

〜温かい支援の輪〜〜温かい支援の輪〜〜温かい支援の輪〜〜温かい支援の輪〜

寄贈社【順不同・敬称略】　　令和３年３月～
● カーブス北谷      ● やびく産婦人科　　● （有）ラハイナ　　 ● （株）沖華産業
● (株)糸村こめ屋　 ● 北谷町民の方々　　● （有）北谷金城　　● (株)オーエスディー

　多くの皆さまよりご寄贈いただきました食料品や寄贈品は、相談に来られ
た方々や必要とする世帯等へお渡ししています。
　食料品を必要としている世帯は、皆様からの温かいご支援ご声援が何より
の励みになります。
　ご支援ありがとうございます。

第130号 （4） 北谷町社協だより



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

北谷町社協会員のご加入のご案内令和３年度

☆戸別会員（世帯）・・５００円（今年は緑の会員章です）
　自治会の協力のもと、班長等がお宅をまわっております。
☆賛助会員（個人）・・一口　１，０００円
　どなたでも加入できます。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）・・一口　１０，０００円
　特別会員に加入いただくと、HPにて広告バナーの掲載をしております。

特別会員は、北谷町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ます。

★ 洋菓子・パン工房　グラシュー
★ テルヤ設計
★ （株）マルイ
★ とけし商事（株）
★ （有）宮城解体　
★ （有）島設備
★ （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）イマジン
★ （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）
★ 沖縄中央学園

★ （有）當山設備興業　
★ ハンビー建機リース　
★ 国際ビル産業
★ （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
★ 赤道印刷
★ 上間不動産　
★ 沖縄県農協　北谷支店
★ 中部緑化土木（株）　
★ ちゃたん海のライフセービングクラブ

★ （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　
★ （株）ホカマホーム
★ （有）栄野比土建　
★ （株）松島設計　　
★ （有）ラム・ハウジング
★ まつしま歯科医院　
★ 北谷自動車整備工場　
★ 文正堂
★ （株）徳栄商事
★ 税理士法人　砂川パートナーズ
★ （有）真栄工業
★ （一社）中部地区医師会センター　
★ （医）彩の会 やびく産婦人科・小児科
★ （医）桑江の楝こばし内科クリニック
★ 株式会社　ツドイカンパニー

（順不同）

社協特別会員 （会員数 55件）

あなたも北谷町の地域福祉を応援できますあなたも北谷町の地域福祉を応援できます
　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。
　設置をして下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。

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　（総務係）

北谷町社協だより	 第130号 （5）



ボランティアに関するご相談は　Eメール　volunteer@chatanshakyo.com ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

北谷町社会福祉協議会北谷町社会福祉協議会令和３年度令和３年度

　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、令和３年度事業に取り組みます。

事 業 計 画

重点目標
１．制度の狭間に対応する事業の創設
２．住民が主体となった支え合い活動の取り組み強化
３．財源確保の取り組み強化

１．社協会員加入の促進
２．地域貢献型自動販売機設置の推進

社協会員等の促進

１．各種福祉調査の実施
２．町民への広報活動
３．福祉関係者新春の集い
４．地域福祉活動計画の策定に向けた取組

調査・広報の充実

１．子どもの貧困事業の実施
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

要援護者世帯（者）対策の推進

１．日常生活自立支援事業（福祉サービス利
　 用援助）の実施

高齢者・障がい者の権利擁護の推進

１．緊急時安否確認(カギ預かり)事業の実施
２．地域見守り事業の推進
３．ひとり親世帯支援事業の実施
４．福祉器具貸出事業の実施
５．物品貸出事業の実施
６．福祉器具・物品等受入れ及びコーディ
　 ネートの実施

在宅福祉サービスの推進

１．サービス利用者の苦情解決体制
福祉サービス苦情解決事業の実施

１．高齢者支援のニーズと地域資源の情報提供
生活支援コーディネーター事業の実施

１．居宅介護支援事業の実施
２．北谷町介護予防支援事業及び介護予防
　 ケアマネジメント業務の実施

介護保険事業等の経営（居宅介護）

１．計画相談の実施

特定相談支援事業及び障害児
支援事業の経営（地域生活支援
センター「うらら」）

１．通所介護事業の実施
２．介護予防事業の実施
３．北谷町総合事業通所型サービスA事業の
　 実施

介護保険事業等の経営（通所介護）

１．コミュニティーソーシャルワーク事業の
　 推進
２．小地域活動実施団体支援
３．地域福祉委員活動の推進
４．相談所の運営
　 （法律・補聴器）相談活動の充実
５．地域における公益的な取り組みの推進
６．福祉バス運行の実施

地域福祉推進事業の活性化

１．ボランティアセンターの運営
　 （登録、斡旋、コーディネート、活動保険）
２．ボランティアパネル展の実施
３．各学校ボランティア活動助成金支給事業
　 の実施
４．コミュニティサポーター生活支援事業

ボランティアセンターの運営

１．ボランティア団体助成事業の推進
２．社会福祉に関する事業の実施、参画及び
　 協力
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．生活介護事業の実施
２．就労継続支援B型事業の実施
３．日中一時支援事業

障害福祉サービス事業の経営
（ニライの里）

令和３年度　予算

令和２年度　勘定科目別収支グラフ（法人全体）

社 会 福 祉 事 業 （単位：千円）

資金収支予算書
事業活動による収支

収　入 支　出
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入

計

2,091
9

59,629
7,968
323

48,405
16,824
52,996

17
604

188,866

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
その他の支出

計

140,878
26,604
16,636
16,824
100
3,805
223
18

205,088

施設整備等による収支
収　入 支　出

計

0

0

固定資産取得支出

計

830

830

その他の活動による収支
収　入

前期末支払資金残高 57,743 予備費支出 38,420

収入合計 254,207 支出合計 254,207

支　出
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

計

1,274
4,473
1,851

7,598

積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

計

3
1,331
4,491
4,044

9,869

収 

入
支 

出

受託金収入
2.6%

共募配分金収入
0.1％

介護サービス事業収入
20.4%

運営補助金
2２.1%前年度の繰越金

24.2%

就労支援事業収入
6.0%

経理区分間の
資金移動
3.1%

その他
（受取利息等）

1.3%

事務費支出
6.4%

就労支援費支出
6.0%

助成金支出
1.4%

助成金支出
2.2%

経理区分間の
資金移動
3.1%

その他　1.8%
会費・寄付金収入
0.８%

障害福祉サービス等
事業収入
19.4%事業費支出

10.8%
事業費支出
10.8%

人件費支出
53.1%

予備費支出
15.2%
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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 ご意見・ご要望は　Eメール　soumu@chatanshakyo.com

北谷町社会福祉協議会北谷町社会福祉協議会令和３年度令和３年度

　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、令和３年度事業に取り組みます。

事 業 計 画

重点目標
１．制度の狭間に対応する事業の創設
２．住民が主体となった支え合い活動の取り組み強化
３．財源確保の取り組み強化

１．社協会員加入の促進
２．地域貢献型自動販売機設置の推進

社協会員等の促進

１．各種福祉調査の実施
２．町民への広報活動
３．福祉関係者新春の集い
４．地域福祉活動計画の策定に向けた取組

調査・広報の充実

１．子どもの貧困事業の実施
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

要援護者世帯（者）対策の推進

１．日常生活自立支援事業（福祉サービス利
　 用援助）の実施

高齢者・障がい者の権利擁護の推進

１．緊急時安否確認(カギ預かり)事業の実施
２．地域見守り事業の推進
３．ひとり親世帯支援事業の実施
４．福祉器具貸出事業の実施
５．物品貸出事業の実施
６．福祉器具・物品等受入れ及びコーディ
　 ネートの実施

在宅福祉サービスの推進

１．サービス利用者の苦情解決体制
福祉サービス苦情解決事業の実施

１．高齢者支援のニーズと地域資源の情報提供
生活支援コーディネーター事業の実施

１．居宅介護支援事業の実施
２．北谷町介護予防支援事業及び介護予防
　 ケアマネジメント業務の実施

介護保険事業等の経営（居宅介護）

１．計画相談の実施

特定相談支援事業及び障害児
支援事業の経営（地域生活支援
センター「うらら」）

１．通所介護事業の実施
２．介護予防事業の実施
３．北谷町総合事業通所型サービスA事業の
　 実施

介護保険事業等の経営（通所介護）

１．コミュニティーソーシャルワーク事業の
　 推進
２．小地域活動実施団体支援
３．地域福祉委員活動の推進
４．相談所の運営
　 （法律・補聴器）相談活動の充実
５．地域における公益的な取り組みの推進
６．福祉バス運行の実施

地域福祉推進事業の活性化

１．ボランティアセンターの運営
　 （登録、斡旋、コーディネート、活動保険）
２．ボランティアパネル展の実施
３．各学校ボランティア活動助成金支給事業
　 の実施
４．コミュニティサポーター生活支援事業

ボランティアセンターの運営

１．ボランティア団体助成事業の推進
２．社会福祉に関する事業の実施、参画及び
　 協力
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．生活介護事業の実施
２．就労継続支援B型事業の実施
３．日中一時支援事業

障害福祉サービス事業の経営
（ニライの里）

令和３年度　予算

令和２年度　勘定科目別収支グラフ（法人全体）

社 会 福 祉 事 業 （単位：千円）

資金収支予算書
事業活動による収支

収　入 支　出
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入

計

2,091
9

59,629
7,968
323

48,405
16,824
52,996

17
604

188,866

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
その他の支出

計

140,878
26,604
16,636
16,824
100
3,805
223
18

205,088

施設整備等による収支
収　入 支　出

計

0

0

固定資産取得支出

計

830

830

その他の活動による収支
収　入

前期末支払資金残高 57,743 予備費支出 38,420

収入合計 254,207 支出合計 254,207

支　出
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

計

1,274
4,473
1,851

7,598

積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

計

3
1,331
4,491
4,044

9,869

収 

入
支 

出

受託金収入
2.6%

共募配分金収入
0.1％

介護サービス事業収入
20.4%

運営補助金
2２.1%前年度の繰越金

24.2%

就労支援事業収入
6.0%

経理区分間の
資金移動
3.1%

その他
（受取利息等）

1.3%

事務費支出
6.4%

就労支援費支出
6.0%

助成金支出
1.4%

助成金支出
2.2%

経理区分間の
資金移動
3.1%

その他　1.8%
会費・寄付金収入
0.８%

障害福祉サービス等
事業収入
19.4%事業費支出

10.8%
事業費支出
10.8%

人件費支出
53.1%

予備費支出
15.2%

北谷町社協だより	 第130号 （7）



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・調停・裁判に関する手続き方法（相続・贈与・遺言等）
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

ありがとうございます。ありがとうございます。●沖縄県社会福祉協議会を通して、以下の配分がありました。

～皆様からのあたたかい善意～
　（令和3年3月4日～令和3年6月11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・・・」 などございましたら、まずはお電話下さい。
＊「法律相談」「耳の相談」は新型コロナウイルスの影響により中止になる場合がございます。
　ご了承ください。

３月１日　那覇市垣花奉頌会様より
【車椅子】の寄贈がありました。

３月１日　那覇法人会様より【消毒
液・マスク】の寄贈がありました。

赤い羽根共同募金
ありがとうございました

日　付 氏　　名 金　　額 備　　　考

3月4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4日 森山　朝信	 様 5,000円 寄附として

4月5日 森山　朝信	 様 5,000円 寄附として

4月5日 田仲　康宏	 様 500,000円
故母　田仲初江様の
香典返しの一部として
内250,000円はニライ
の里へ

4月7日 渡慶次　孝子	 様 1,422円 寄附として

4月9日 女声合唱団「ちゃたん」	様 10,000円 寄附として

4月15日 北谷町健康
トレーニングセンター	 様 2,257円 自販機の売り上げの

一部として

4月16日 仲地　修一	 様 5,000円 寄附として

5月7日 稲福　節子	 様 30,000円 寄附として

5月7日 森山　朝信	 様 5,000円 寄附として

匿名様（３件） 30,000円 寄附として

　合　計 598,679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３年３月発行の社協だよりで掲載でき
なかった募金の贈呈です。

北谷中学校より
学童・職域募金
受け取りました。
ありがとう
ございました。

「令和２年７月豪雨義援金」について、自治会長をは
じめ、住民の皆さまご協力ありがとうございました。
北谷町共同募金委員会を通して集められた義援金
の報告をします。

　実施期間・・令和２年８月１日～３１日　
　募 金 額・・８０，６９１円
　実施方法・・各自治会・社協事務所にて募金箱の設置

　　皆様の温かい気持ちは
　　海を渡って各地へと届いています！

第130号 （8） 北谷町社協だより


