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共に気長に生きる人生…　ためにではなく共にが大事
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本紙は社協会費、赤い羽根共同募金配分金で作成されたものです。
社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
TEL：098-935-4520　FAX：098-935-4603　E-mail／kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp　HP:http://kitanakasyakyo.org/

〒901-2303　北中城村字仲順451番地（総合社会福祉センター内）

　毎週火曜日午前10時より村総合社会福祉センターで紙粘土作品の制作を行っ
ています。使用する粘土は柔らかく（樹脂）、講師やボランティアの方も丁寧に教えて
くれるので、初めての方やお手伝いが必要な方も無理なく楽しく活動ができますよ！
　送迎や見学の相談も受け付けておりますので、興味がある方はお気軽にお問い
合わせください。

『バラの花』
喜納 スミ子

・北中城村身体障害者協会（福祉展、メンバー募集）

・赤い羽根共同募金・会費募集

・生活支援体制整備事業 ～きたなかのお宝再発見!～

・北中城村権利擁護支援センターひまわりの紹介
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・ボランティア便り46号
（ボランティア募集、お中元企画  フードバンク）

・北中城村民生委員児童委員協議会活動報告

・一般寄付、社協からのお知らせ

　沖縄県と沖縄県身体障害
者福祉協会が主催する「第
61回県身体障害者福祉展」
（バーチャル福祉展）が9月8
日から開催されました。県内
の福祉施設などから多くの
作品が出展され、各部門の審
査会も行われました。村内か
ら5点が出展され、工作部門
で喜納スミ子さんの作品が
銀賞を受賞しました。受賞さ
れた喜納さんは「デイケア、
デイサービスが無い日はお
家でもやってるからね～、よ
かったさ～」と喜ばれ、更な
る作品作りに意欲を燃やし
ていました。

・名幸葆喜様
 （北中城村字大城84-1）
 社会福祉事業のための寄付

・新里洋子様
 （北中城村字屋宜原702-2）
 故夫 新里智一様の香典返しとして

10,000円

30,000円

・上里安子様
 （北中城村字屋宜原507-1）
 米寿祝記念として 20,000円

・株式会社トライ建設様
 （うるま市字豊原653）
 社会福祉事業のための寄付 100,000円

・合資会社屋宜原自動車整備工場様
 （北中城村瑞慶覧679-2）
 社会福祉事業のための寄付 20,416円

・大城盛勇様
 （北中城村字和仁屋156-2）
 社会福祉事業のための寄付 10,000円

・新城春雄・義子様
 （北中城村字安谷屋2149-4）
 米寿祝記念として 50,000円

・比嘉美智子様
 （北中城村字荻道273）
 米寿祝記念として 20,000円

ご芳志（令和3年6月1日～10月8日現在）

「紙粘土サークル」メンバー募集のお知らせ

【北中城村身体障害者協会・紙粘土サークルに関するお問い合わせ】
北中城村社会福祉協議会　☎ 935-4520（担当：神谷）

細かな作業を通して良いリハビリが出来ています。

『プルメリア（陽だまり）』
上原 奈津美

周りのサポートを得ながら、思
い通りの作品が出来ました。

『洋服（部屋着）』
金城 勝子

自分へのご褒美とし
て作りました。

工作 縫製

工作

『クラフトバッグ』
大城 敬子

四つ畳み編みを上手にできますよ
うにと思いを込めて制作しました。

工作

『テーブルクロス』
比嘉 恵美子

楽しみながら趣味で作りまし
た。

縫製

北中城村身体障害者協会からのお知らせ

　村内在住の方を対象に介
護用品を中心に無償で貸出を
しています。数が限られている
ため、在庫がない場合もあり
ますので、事前にお問い合わ
せください。

銀
賞

・匿名
 社会福祉事業のための寄付 50,000円

・匿名
 社会福祉事業のための寄付 30,000円

・北中城ギターサークル
 社会福祉事業のための寄付 16,338円

・比屋根好子様
 （北中城村字安谷屋210-1）
 故夫 比屋根邦忠様の香典返しとして 20,000円

・棚原豊子様
 （北中城村字安谷屋19）
 故 棚原栄春様の香典返しとして 20,000円

　北中城村身体障害者協会では会員を募集しております。18歳以
上で知的、精神、身体に障害をお持ちの方なら手帳を所持されてな
くても年会費500円で加入することができます。
　身体を動かすことが好きな方、仲間同士で外出やサークル活動を
楽しみたい方…などなど、ぜひ一緒に交流を深めてみませんか？興
味のある方は、一度お気軽にお問合せください。

【問い合わせ】　☎935-4520　FAX 935-4603（担当／神谷）

【問い合わせ】　☎935-4520　FAX 935-4603（担当／金城・神谷）

介護用品　貸出のお知らせ

車椅子、ベッド、ポータブルトイレ、
歩行器、シャワーチェアー等
※貸出期間／貸出日～令和4年3月末

（年度末に更新必要）

介護用品
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　10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運動が始まります。
昨年も多くの村民のみなさまのご協力のおかげをもちまして、目標を達成することがで
きました。ありがとうございます。
　今年度も本事業にご理解をいただき、村民のみなさまの募金へのご協力をお願い申
し上げます。

① ふれあいピクニック
② 障害者の社会参加促進事業
○紙粘土サークル
○障害者ふれあい事業
○スポーツサークル

③ 重度の障害者（児）移送
サービス事業

④ ふれあい福祉交流会

戸別会費
賛助会費
団体会費
特別会費

一世帯あたり
一口　年間
一口　年間
一口　年間

年額300円【自治会単位で入会したもの】
1，000円【本会事業に理解を有する個人で入会したもの】
2，000円【福祉活動団体・福祉施設等で入会したもの】
5，000円【財政的に支援する法人・個人及び団体で入会するもの】

会費の使いみち

●社協会費の種類

2，654，000円

令和3年度赤い羽根共同募金への協力願い！

　熱田公民館の花壇の手入れや庭の
整備を長年続けてきた新垣栄春さん。
通る人と声をかけあいながら作業して
います。コーヒータイムには「いつも通る
人を今日は見なかったな」などの気づき
を公民館職員に伝えるので、自然と地
域の見守りにもなっています。地域活動を支え、社会参加をする暮
らし方が健康長寿にもつながっています。（村広報７月号掲載）

【生活支援体制整備事業】

きたなか お宝再発見!の

ゆんたく、お茶飲み、模合（もあい）など
畑仕事、サークル活動など
ご近所づきあい、おすそ分け、さりげない気遣いなど

…
…
…

… ボランティア、ちょっとしたお手伝いなど

「あつまり」
「健康づくり」
「つながり」
つながりを元にした
「支え合い活動」

実は、年齢を重ねても「住み慣れた地域で、自分らしく豊かに」暮らすための要素がたくさん！

ふだんの暮らしのなかにあるお宝って…？

こういった要素をたくさんもった暮らし方をしている方、それがお宝！

つながり
づくり

お宝ナンバー⑬

　山川章さん（自治会長）、玉城隆司さん（生
き生きふれあい会会長）、宮城元勇さんは、
一緒に美崎区の地域づくりに取り組んでき
ました。コロナ禍では、やーぐまいの高齢者
を始め住民の様子が気になり、訪問活動を
しています。笑顔で集まれる日のために、地
域のつながりが感じられるよう今できること
に取り組んでいます。（村広報９月号掲載）

お宝ナンバー⑭

日課はご近所づきあいで
できたお友達とゆんたく!

楽しみでやっていることだけど…

たとえば…ゆんたく
ご近所仲間との

情報交換
の場

地域の話題も
出るよね～

社会参加

地域のことも
一緒にできる!

支え合い

困った時に
頼れて安心!

見守り
見守られ

ほぼ毎日顔を
合わせるので

健康づくり
介護予防

喋るのは
お口の体操!

（美崎区）

※詳しい記事は、村広報に連載中の「きたなかのお宝再発見！」をご覧ください。
記事についてのお問合せ、情報提供などは社協まで、おまちしています！
お問合せ先： 北中城村社会福祉協議会／☎935－4520（担当：香村）

今年の目標額

令和３年度 社協会員募集
　皆様に納めていただいた社協会費は、北中城村の地域福祉のため、地域のみんなで話し合い、互い
に支え合いながら福祉（ だんの らしの あわせ）を進めていくために使わせて頂きます。ふ く し

障害者（児）福祉に関する活動

① 親子で習字講座
② 親子で物作り体験

母子・父子福祉に関する活動

① 一人暮らし老人等友愛
訪問活動

② 高齢者生きがい対策事業

老人福祉に関する活動

① 小地域福祉活動生き生きふれあい会、お茶飲みサ
ロン事業助成金

② 小学生ボランティア講座
③ 中学生、高校生ボランティア講座
④ ふれあいクリーンアップ大作戦
⑤ 友愛訪問員連絡会
⑥ ボランティア活動パネル展
⑦ ボランティア交流会
⑧ ボランティア団体助成金
⑨ ボランティア団体及び
ボランティア活動
協力校連絡調整

⑩ 地域福祉懇談会

ボランティアセンター事業の推進

① 火災や天災による被災者
への緊急援護

② 在宅要援護者（老人・
障害者等）への支援

③ 広報誌「社協だより」の発行

法外援護活動、啓発宣伝に関する事業

① ふれあい子育てサロン

児童福祉に関する活動

新垣栄春さん
あらかきえいしゅん

（熱田区）

美崎地区の見守り
と訪問活動
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北中城村権利擁護支援センターひまわりでは…

　高齢者や知的または精神に障がいがある方など、自身で判断することが難しい方を
対象に、権利擁護に関すること、福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用
に関する相談や支援を行っています。
　また、権利擁護に関する研修会や支援者養成研修などを行い、権利擁護・成年後
見制度の普及・啓発を行っています。

　福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いを行い、いつまでも住み慣れた地域で自分らしく安心した生活が
続けられるようサポートします。

ご相談については
下記までお気軽に

お問い合わせください。
『北中城村権利擁護支援センター

ひまわり』
受付：月曜日～金曜日

（午前8時30分～午後5時15分）
☎ 098-979-6110　FAX：098-935-4603

https://kitanakasyakyo.org/

我謝 那奈子さん

福祉関係の仕事に携わりながら、北中城村権利擁護の支援者養成研修の募集
を見て興味を持ち受講したことがきっかけになります。

　高齢者や障がいなどにより自身で判断することが困難な方々へ、福祉サービス利用の手続きや日常的な金銭管理な
どのサポートを行っています。今回、生活支援員として実際に活動している「我謝 那奈子さん」と「狩俣 富男さん」へイン
タビューを通して生活支援員の活動を紹介します。

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）とは…？

生活支援員のお仕事

生活支援員：

趣味：

北中城村35年在住
手工芸、ゆんたく

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月1回、利用者の支援で施設を訪問しています。金融機関で預金の払い戻し、
利用者さんへお小遣いのお渡し、施設利用料の支払い、その他生活に必要な
支援を行っています。また、利用者さんの困っていることや要望などお話を伺う
ことが主な活動になります。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんの立場に立った支援や、生活状況の変化などに気づけるよう常に
心掛けています。利用者さんが必要としてくださる気持ちを大切にしています。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんに「ありがとう」と感謝の言葉を頂けたときや、訪問時に笑顔で迎えて
くれることが嬉しいです。また、利用者さんがたくさんお話をしてくれたことや、共
通の趣味を通して多くのことを学ぶことができたことが印象に残っています。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

生活支援員として地域に関わることは、自身にとって生活の質を高めることが
でき、とても楽しい活動です。

Q.5 最後にひとこと

狩俣 富男
かりまた とみお

がじゃ な な こ

さん

福祉施設の仕事に携わってきました。定年後は地域で何か貢献できる活動がないかと考
えていたところ、北中城村権利擁護の支援者養成研修の案内があり関心をもちました。
職員から声掛けがあり、研修へ参加したことがきっかけで生活支援員になりました。

生活支援員：

趣味：

北中城村32年在住
陶芸、おやじバンド

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月2回、利用者の支援で自宅を訪問しています。主に、金融機関で預金の払い戻
し、利用者さんへ金額を確認し生活費等をお渡ししています。また、体調面や生
活の様子を伺い、必要と思われることについては専門員へ繋いでいます。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんがこうしたいという気持ちを尊重し、本人の気持ちに寄り添った支
援ができるよう心がけています。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんと信頼関係が取れるようになり、訪問時に笑顔で出迎えてくれるこ
とや、感謝の言葉も頂けることが嬉しいです。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

生活支援員をやって良かった!初めは、用事や体調不良になったときは支援がで
きるのか心配がありましたが、専門員がバックアップしてくれているので安心し
て支援を続けることができています。自分自身の生活の充実に繋がっています。

Q.5 最後にひとこと

専門員が対応します。相談は無料です。
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　長引くコロナ禍で外出自粛を余儀なく
され、地域活動ができなくなっている状
況の中、民生委員児童委員協議会では、
9月8日（水）に総合社会福祉センターに
て炊き出し訓練を実施し、住民からフー
ドバンクに届けられた食料品を活用しお
弁当を300食作りました。
　普段なかなか使うことのない防災資
機材（ガス炊飯器）の使い方を教わりな
がら、ジューシーとモズクのかき揚げの
炊き出しをすることで、防災訓練にもな

り、出来上がったジューシー等を、気にな
る世帯や一人暮らしの高齢者へ届けるこ
とで見守りと安否確認をすることができ
ました。
　こんな時だからこそ、知恵を出しあい
地域の方々とつながりが持てるよう活動
を工夫して継続していきたいと思います。
　お届けに際しては、久しぶりに会えた
喜びと、食料提供でなく調理された、かき
揚げとジューシー弁当に暖かな気持ちを
感じたと感謝の言葉がもらえました。

　地域の皆様、日頃より当協議会への温かいご協力ありがとうございます。8月23日
～9月6日の期間に受け付けしておりました、「お中元企画　フードバンク」で沢山のお
中元のおすそわけ等の寄贈がありました。皆様からご寄贈頂いた食糧品等は、一時的
に支援を必要とする世帯や、生活困窮世帯へ配布しております。
　また北中城村社協では常時フードバンクの受付を行っておりますので、引き続き皆
様のご協力の程宜しくお願いします。
そして、フードバンクを利用したいという方は、お気軽にご連絡ください。

フードバンクの御礼

「コロナ禍でも防災も・見守りも工夫して…」

　緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年度手話奉仕員養成講座が中止となりました。楽しみにされていた方に
は大変申し訳ありません。次年度に手話奉仕員養成講座（入門課程）が開講決定となった際には、ホームペー
ジ・広報にてご案内致します。

※在庫状況によって配布内容は変わってきます。予めご了承ください。

ボランティア募集

【お問い合わせ先】
北中城村社会福祉協議会　ボランティア担当：花城　☎（098）935-4520　FAX（098）935-4603

個人ボランティアも募集しております！
是非、ボランティア活動を行いたい方はご連絡下さい♪

※現在、新型コロナウィルスの影響の為、ボランティア団体の活動を休止している場合があります。
※個人ボランティアに関しましても、ご紹介できる活動がない場合もございます。
　興味がある方、気になる方は北中城村社協までお問い合わせください。

現在ボランティアを募集している団体

歌声サークル虹
合唱披露、余興ボランティア団体です！　行事等がない場合は、歌の練習をしてい
ます。一緒に歌を歌って、地域を元気にしてみませんか？見学からでもOKです！

日　時：第２、第４月曜日　午後２時～午後４時　場　所：村総合社会福祉センター

　私たちの住む北中城村には、「見守りボランティア」、「草刈りボランティア」、
「傾聴ボランティア」など様々なボランティアを求める地域の方が居ます！

　あなたの出来る事、得意な事、出来る範囲で地域の方を一緒に支えませんか？

北中城村内には、手話や朗読、余興等様々なボランティア団体があります。
見学からでも大丈夫ですので、気になった方はぜひご連絡ください。

令和3年度 手話奉仕員養成講座 中止のお知らせ

民生委員・児童委員協議会活動
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2021年10月25日 6ボランティアだより 北中城 467 2021年10月25日社協だより 北中城 94号



　長引くコロナ禍で外出自粛を余儀なく
され、地域活動ができなくなっている状
況の中、民生委員児童委員協議会では、
9月8日（水）に総合社会福祉センターに
て炊き出し訓練を実施し、住民からフー
ドバンクに届けられた食料品を活用しお
弁当を300食作りました。
　普段なかなか使うことのない防災資
機材（ガス炊飯器）の使い方を教わりな
がら、ジューシーとモズクのかき揚げの
炊き出しをすることで、防災訓練にもな

り、出来上がったジューシー等を、気にな
る世帯や一人暮らしの高齢者へ届けるこ
とで見守りと安否確認をすることができ
ました。
　こんな時だからこそ、知恵を出しあい
地域の方々とつながりが持てるよう活動
を工夫して継続していきたいと思います。
　お届けに際しては、久しぶりに会えた
喜びと、食料提供でなく調理された、かき
揚げとジューシー弁当に暖かな気持ちを
感じたと感謝の言葉がもらえました。

　地域の皆様、日頃より当協議会への温かいご協力ありがとうございます。8月23日
～9月6日の期間に受け付けしておりました、「お中元企画　フードバンク」で沢山のお
中元のおすそわけ等の寄贈がありました。皆様からご寄贈頂いた食糧品等は、一時的
に支援を必要とする世帯や、生活困窮世帯へ配布しております。
　また北中城村社協では常時フードバンクの受付を行っておりますので、引き続き皆
様のご協力の程宜しくお願いします。
そして、フードバンクを利用したいという方は、お気軽にご連絡ください。

フードバンクの御礼

「コロナ禍でも防災も・見守りも工夫して…」

　緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年度手話奉仕員養成講座が中止となりました。楽しみにされていた方に
は大変申し訳ありません。次年度に手話奉仕員養成講座（入門課程）が開講決定となった際には、ホームペー
ジ・広報にてご案内致します。

※在庫状況によって配布内容は変わってきます。予めご了承ください。

ボランティア募集

【お問い合わせ先】
北中城村社会福祉協議会　ボランティア担当：花城　☎（098）935-4520　FAX（098）935-4603

個人ボランティアも募集しております！
是非、ボランティア活動を行いたい方はご連絡下さい♪

※現在、新型コロナウィルスの影響の為、ボランティア団体の活動を休止している場合があります。
※個人ボランティアに関しましても、ご紹介できる活動がない場合もございます。
　興味がある方、気になる方は北中城村社協までお問い合わせください。

現在ボランティアを募集している団体

歌声サークル虹
合唱披露、余興ボランティア団体です！　行事等がない場合は、歌の練習をしてい
ます。一緒に歌を歌って、地域を元気にしてみませんか？見学からでもOKです！

日　時：第２、第４月曜日　午後２時～午後４時　場　所：村総合社会福祉センター

　私たちの住む北中城村には、「見守りボランティア」、「草刈りボランティア」、
「傾聴ボランティア」など様々なボランティアを求める地域の方が居ます！

　あなたの出来る事、得意な事、出来る範囲で地域の方を一緒に支えませんか？

北中城村内には、手話や朗読、余興等様々なボランティア団体があります。
見学からでも大丈夫ですので、気になった方はぜひご連絡ください。

令和3年度 手話奉仕員養成講座 中止のお知らせ

民生委員・児童委員協議会活動

本紙は社協会費、赤い羽根共同募金配分金で作成されたものです。 本紙は社協会費、赤い羽根共同募金配分金で作成されたものです。

2021年10月25日 6ボランティアだより 北中城 467 2021年10月25日社協だより 北中城 94号



社協だより
社 会 福 祉 情 報 誌  き た な か ぐ す く

94
わたしたちでつくる
やさしいむら

2021 年 10月25日

共に気長に生きる人生…　ためにではなく共にが大事

発
行・編

集
／
北
中
城
村
社
会
福
祉
協
議
会

印
刷
／
株
式
会
社
 東
洋
企
画
印
刷

本紙は社協会費、赤い羽根共同募金配分金で作成されたものです。
社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
TEL：098-935-4520　FAX：098-935-4603　E-mail／kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp　HP:http://kitanakasyakyo.org/

〒901-2303　北中城村字仲順451番地（総合社会福祉センター内）

　毎週火曜日午前10時より村総合社会福祉センターで紙粘土作品の制作を行っ
ています。使用する粘土は柔らかく（樹脂）、講師やボランティアの方も丁寧に教えて
くれるので、初めての方やお手伝いが必要な方も無理なく楽しく活動ができますよ！
　送迎や見学の相談も受け付けておりますので、興味がある方はお気軽にお問い
合わせください。

『バラの花』
喜納 スミ子

・北中城村身体障害者協会（福祉展、メンバー募集）

・赤い羽根共同募金・会費募集

・生活支援体制整備事業 ～きたなかのお宝再発見!～

・北中城村権利擁護支援センターひまわりの紹介

P.1

P.2

P.3

P.4、5

P.6

P.7

P.8

目　次
・ボランティア便り46号
（ボランティア募集、お中元企画  フードバンク）

・北中城村民生委員児童委員協議会活動報告

・一般寄付、社協からのお知らせ

　沖縄県と沖縄県身体障害
者福祉協会が主催する「第
61回県身体障害者福祉展」
（バーチャル福祉展）が9月8
日から開催されました。県内
の福祉施設などから多くの
作品が出展され、各部門の審
査会も行われました。村内か
ら5点が出展され、工作部門
で喜納スミ子さんの作品が
銀賞を受賞しました。受賞さ
れた喜納さんは「デイケア、
デイサービスが無い日はお
家でもやってるからね～、よ
かったさ～」と喜ばれ、更な
る作品作りに意欲を燃やし
ていました。

・名幸葆喜様
 （北中城村字大城84-1）
 社会福祉事業のための寄付

・新里洋子様
 （北中城村字屋宜原702-2）
 故夫 新里智一様の香典返しとして

10,000円

30,000円

・上里安子様
 （北中城村字屋宜原507-1）
 米寿祝記念として 20,000円

・株式会社トライ建設様
 （うるま市字豊原653）
 社会福祉事業のための寄付 100,000円

・合資会社屋宜原自動車整備工場様
 （北中城村瑞慶覧679-2）
 社会福祉事業のための寄付 20,416円

・大城盛勇様
 （北中城村字和仁屋156-2）
 社会福祉事業のための寄付 10,000円

・新城春雄・義子様
 （北中城村字安谷屋2149-4）
 米寿祝記念として 50,000円

・比嘉美智子様
 （北中城村字荻道273）
 米寿祝記念として 20,000円

ご芳志（令和3年6月1日～10月8日現在）

「紙粘土サークル」メンバー募集のお知らせ

【北中城村身体障害者協会・紙粘土サークルに関するお問い合わせ】
北中城村社会福祉協議会　☎ 935-4520（担当：神谷）

細かな作業を通して良いリハビリが出来ています。

『プルメリア（陽だまり）』
上原 奈津美

周りのサポートを得ながら、思
い通りの作品が出来ました。

『洋服（部屋着）』
金城 勝子

自分へのご褒美とし
て作りました。

工作 縫製

工作

『クラフトバッグ』
大城 敬子

四つ畳み編みを上手にできますよ
うにと思いを込めて制作しました。

工作

『テーブルクロス』
比嘉 恵美子

楽しみながら趣味で作りまし
た。

縫製

北中城村身体障害者協会からのお知らせ

　村内在住の方を対象に介
護用品を中心に無償で貸出を
しています。数が限られている
ため、在庫がない場合もあり
ますので、事前にお問い合わ
せください。

銀
賞

・匿名
 社会福祉事業のための寄付 50,000円

・匿名
 社会福祉事業のための寄付 30,000円

・北中城ギターサークル
 社会福祉事業のための寄付 16,338円

・比屋根好子様
 （北中城村字安谷屋210-1）
 故夫 比屋根邦忠様の香典返しとして 20,000円

・棚原豊子様
 （北中城村字安谷屋19）
 故 棚原栄春様の香典返しとして 20,000円

　北中城村身体障害者協会では会員を募集しております。18歳以
上で知的、精神、身体に障害をお持ちの方なら手帳を所持されてな
くても年会費500円で加入することができます。
　身体を動かすことが好きな方、仲間同士で外出やサークル活動を
楽しみたい方…などなど、ぜひ一緒に交流を深めてみませんか？興
味のある方は、一度お気軽にお問合せください。

【問い合わせ】　☎935-4520　FAX 935-4603（担当／神谷）

【問い合わせ】　☎935-4520　FAX 935-4603（担当／金城・神谷）

介護用品　貸出のお知らせ

車椅子、ベッド、ポータブルトイレ、
歩行器、シャワーチェアー等
※貸出期間／貸出日～令和4年3月末

（年度末に更新必要）

介護用品

2021年10月25日 8社協だより 北中城 94号


