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寄 　 附 　 者 　 御 　 芳 　 名
　社会福祉へのご理解とご協力ありがとうございました。皆さまから寄せられました浄財は、本町の社会福
祉のため大切に活用させていただきます。今回は、令和３年９月から１１月受付分までを掲載しております。
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　緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の受付期間を令和４年３月31日まで延長となりました。
金武町にお住いの方で、新型コロナウィルス感染症発生の影響に伴う休業や失業等により、収入が減少した
世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度の福祉資金（緊急小口資金）及び総合支援資金（生活支援費）につい
て特例貸付を実施しています。

新型コロナウィルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付

緊急小口資金 総合支援資金

一世帯 20万円以内
単身世帯：月 15万円以内
二人以上：月 20万円以内
※貸付期間　原則３ヶ月以内

対 象 者

貸付上限額

干支作品づくり ・・・・・・・・・・・・・・ 表紙
新年のごあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・ ２
いろいろな活動 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３
ボランティア活動 ・・・・・・・・・・・・ ４～５
障がい者教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
障がい者のシンボルマーク ・・・・・・・・・・ ７
生活福祉資金/寄附御芳名 ・・・・・・・・・・・ ８

主
な
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容

今年の干支「寅」の貼り絵が完成！！
　高齢者生きがい活動支援通所事業の利用者が 3 年前から取り組んでいる干支作品づくりを昨年も
行いました。紙に小さく切った布を一枚ずつ貼り合わせ 2ヶ月かけて、4 作品を完成させました。
作品は金武町役場、並里こども園、金武こどもみらい園へ寄贈しました。健康福祉センターにも展
示しています。

フードバンク寄贈

物品寄附

ポータブルトイレ
手指消毒剤5L×4本　500ml×5本

手づくりみそ300g×174個
与那国島産黒糖60袋
おきなわ黒糖防災缶24缶
カラープリンター　1台

後濱門　信彦　　　　　　　　様
サラヤ株式会社　メディカル事業部
福岡支店　　　　　　　　　　様
JAおきなわ金武支店女性部　  様

匿名 ▲JAおきなわ金武支店
女性部からの寄附

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を
受けることが要件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯 謹

賀
新
年

匿名
匿名
匿名

キャンプハンセン　様
キャンプハンセン　様

即席みそ汁　30食
お米　3kg、お菓子、乾物
お米　5kg、カップラーメン2ケース

衣類（子供用・大人用）計411着
食料品、オムツ等　計380点

▲キャンプハンセンからの寄贈
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　10月22～11月4日にふれあい福祉農園で町内
の幼稚園、こども園、保育園の子ども達が「おお
きくな～れ」とジャガイモの植え付けを行いまし
た。収穫が楽しみですね。

　12月22日にミニデイサービス5区地区合同交流会が行われました。新型コロナウイスル感染症の影響で2
年ぶりの開催となりました。交流会は職員による「戻り籠｣、「ビンゴ大会｣、ゲストの「しんけんバンド｣の
演奏、そして職員、ボランティア、利用者による「かぎやで風」と盛りだくさんの内容で参加者は楽しんで
いました。会場では久しぶりに知人に会えて喜んでいる方、｢大笑いして若返った」と笑顔の方、参加者それ
ぞれが楽しい時間を過ごしていました。

ジャガイモうえたよ

ミニデイサービス交流会

ハロウィン

　10月25～29日のハロウィン期間に福祉センター
へ撮影コーナーを設置しました。仮装して遊びに来
た子ども達が楽しんでいました。

　11月24日に金武小学校3年1組の伊芸しゅんす
けさん、奥間りゅうさん、高江洲まさひろさんか
ら朝のあいさつ活動をしている民生委員・児童委
員へ「勤労感謝の日」の感謝の詩が届けられまし
た｡民生委員の渡久地さんは「気持ちのこもった詩
を頂けてうれしいです」とお礼を伝えていました｡
3年1組では他にも日頃お
世話になっている学校の
先生方や警備員、給食セ
ンターの方にも届けたそ
うです。

民生委員・児童委員朝のあいさつ活動

　新年あけましておめでとうございます。 町民の皆様方には、希望に満ちた新春
をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイスルが猛威を振るい、沖縄県でも長期間にわたり緊急
事態宣言が発令され、町民が自粛生活を余儀なくされるなど多大な影響を受けま
した。特に生活困窮者や社会的孤立の増加、経済活動の制限や低下により休職、
離職を余儀なくされ減収した世帯が急増している中、沖縄県社会福祉協議会から
委託を受けた、生活福祉資金の特例貸付に係る相談や申し込みが本会でも千件以
上ありました。
　各地区公民館で実施しているミニデイサービスと高齢者生きがい活動支援通所
事業が緊急事態宣言中は、福祉センターや各区公民館等が使用できなくなり約3ヶ
月休止となり、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。また、2年連続福
祉チャリティーゴルフなど多くの行事が中止に追い込まれました。開催出来ず残
念でなりません。今年こそは、、、と心から願っています。
　コロナ禍の中、本会の活動を支援するため、現金や物品を寄附して頂いた皆様
に心から感謝申し上げます。共同募金運動についても、戸別訪問で赤い羽根共同
募金を集めて頂いた各区の班長の皆様、学童募金を取り組んでくれた各小中学校
の児童会・生徒会の皆様、ご協力下さった町内外企業や各種団体の皆様に心から
感謝申し上げます。
　今年度も、社会福祉協議会の使命である、「誰もが安心して快適に暮らせる健
康文化のまちづくり」を基本理念に掲げ、コロナに負けない対策を行いながら各
種事業に地域住民や民生委員・児童委員、社会福祉施設、各種専門機関、ボラン
ティア等と役職員一丸となって頑張って参ります。
　新型コロナウイスルが1日でも早く完全終息し町民がマスク無しで外出し食事を
したり、皆が楽しく集まって健康で安心して暮らせる年でありますよう祈念申し
上げ、年頭のご挨拶と致します。

令和４年1月
社会福祉法人　金武町社会福祉協議会
会長　宇久田朝仁

　12 月 9 日に医療法人「信愛会」から作業療法士をお招きし、高齢者の安全な移動方法について講座を行っ
て頂きました。
参加者からは「車イスのティッピングレバーが段差を上がる時に使用する物とは知らなかった。」「介助をす
る時の注意点が学べて良かった」などの感想がありました。

ボランティア養成講座
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　12 月に総合福祉センターでキャンプハンセンからひとり親世帯の子ども達へクリスマス
プレゼントが贈られました。プレゼントをもらった子ども達は「プレゼントありがとう」「い
い子にしているのでらいねんもプレゼントください」とお礼のメッセージを書いて渡してい
ました。

　12 月にキャンプハンセンの海兵隊が金武タームパークゴルフ場前の海岸に漂着した軽石
の除去作業を行いました。2 時間で軽トラック 11 台分を除去しました。
他にも屋嘉ビーチの清掃、伊芸海浜公園の清掃、ふれあい福祉農園の草刈りを行いました。

　金武区ミニデイサービスに民生委員・児童委員も一緒に活動をしています。体操をしたり、
利用者の健康チェックをしたりしています。ミニデイサービスでは利用者と一緒に体操や
ゲームを楽しんでくれる方を募集しています。
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令和２年度は、新型コロナウイスルが蔓延し、感染拡大防止に向けた取組として全国社会福祉協議会より「新型
コロナウイスル感染拡大に配慮した地域住民等による福祉活動・ボランティア活動の進め方」が発出され、本会で
も国・県や金武町の方針に基づき、地域福祉活動の縮小、各施設における利用制限やイベント等の中止、消毒液の
設置などを行い感染予防に努めるとともに、本会が展開する事業にも影響が及ぼされたことから事業全体の取組を
刻々と変化する状況を踏まえた対応が求められた年でありました。沖縄県社会福祉協議会からの委託を受け、同感
染症の影響を受け収入が減少した世帯に対する緊急小口資金（生活福祉資金）に係る相談や申込の受付を行いまし
た。さらに、子育て世帯や困窮世帯に対してフードバンクから食料の提供や相談に応じました。介護予防事業及び
各区ミニデイサービスと高齢者の生きがい活動支援事業が２ヶ月以上休止となり、利用者の皆様には大変ご迷惑を
おかけしました。地域づくりを目的として生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けた取り組みを推進する協
議体も開催することが出来ませんでした。コロナ禍の中、感染に注意しながら、２週間に１回各地区地域食堂で調
理ボランティアとして協力して下さいました皆様、赤い羽根戸別募金を集めて頂きました、各区の班長の皆様、ま
た、自然災害に対しての義援金を始め多くの募金、物品を頂きました町民の皆様、各小中学校の児童会、生徒会役
員の皆様に心より御礼申し上げます。また、はまだ保育園・並里こども園の運動会は、コロナの影響で保護者の人
数を制限して、入場者の検温をしながら園庭で行われ、怪我も無く楽しく開催することが出来ました。次に、日常
生活自立支援事業は、認知症等の判断能力が不十分な人であっても福祉サービスが適切に利用できるよう援助し、
これに伴う日常的な金銭管理をあわせて取り組みました。令和２年度は、チャリティーイベント等、多くの事業が
中止に追い込まれ開催出来ませんでした。このような状況ではありましたが、地域で支え合う福祉のまちの実現に
向けて「誰もが安心して快適に暮らせる健康文化のまちづくり」という基本理念の普及啓発を行い、住民が主体と
なり、つながりの中でお互いに支え合える地域共生社会の取組をさらに推進し町民の皆様からの高い信頼と評価を
得られるよう、今度も役職員一同一丸となって地域生活課題の解決と地域福祉の向上に取り組みました。

　金武区老人会、並里区老人クラブ、金武区婦人会、しんけんバンド（うるま市）、並里こども園、金武こど
もみらい園が余興で盛り上げてくれました。

11・12月
誕生日会

金武区婦人会 並里こども園 5歳児

並里こども園 4歳児 金武こどもみらい園

清掃活動

トーイ
ドライブ

ミニデイ
サービス

ボランティア活動

高齢者生きがい活動支援通所事業の誕生日会にボランティア出演

しんけんバンド

４～ 10月
誕生日会

金武区老人会

並里区老人クラブ
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コロナウイスル感染拡大に配慮した地域住民等による福祉活動・ボランティア活動の進め方」が発出され、本会で
も国・県や金武町の方針に基づき、地域福祉活動の縮小、各施設における利用制限やイベント等の中止、消毒液の
設置などを行い感染予防に努めるとともに、本会が展開する事業にも影響が及ぼされたことから事業全体の取組を
刻々と変化する状況を踏まえた対応が求められた年でありました。沖縄県社会福祉協議会からの委託を受け、同感
染症の影響を受け収入が減少した世帯に対する緊急小口資金（生活福祉資金）に係る相談や申込の受付を行いまし
た。さらに、子育て世帯や困窮世帯に対してフードバンクから食料の提供や相談に応じました。介護予防事業及び
各区ミニデイサービスと高齢者の生きがい活動支援事業が２ヶ月以上休止となり、利用者の皆様には大変ご迷惑を
おかけしました。地域づくりを目的として生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けた取り組みを推進する協
議体も開催することが出来ませんでした。コロナ禍の中、感染に注意しながら、２週間に１回各地区地域食堂で調
理ボランティアとして協力して下さいました皆様、赤い羽根戸別募金を集めて頂きました、各区の班長の皆様、ま
た、自然災害に対しての義援金を始め多くの募金、物品を頂きました町民の皆様、各小中学校の児童会、生徒会役
員の皆様に心より御礼申し上げます。また、はまだ保育園・並里こども園の運動会は、コロナの影響で保護者の人
数を制限して、入場者の検温をしながら園庭で行われ、怪我も無く楽しく開催することが出来ました。次に、日常
生活自立支援事業は、認知症等の判断能力が不十分な人であっても福祉サービスが適切に利用できるよう援助し、
これに伴う日常的な金銭管理をあわせて取り組みました。令和２年度は、チャリティーイベント等、多くの事業が
中止に追い込まれ開催出来ませんでした。このような状況ではありましたが、地域で支え合う福祉のまちの実現に
向けて「誰もが安心して快適に暮らせる健康文化のまちづくり」という基本理念の普及啓発を行い、住民が主体と
なり、つながりの中でお互いに支え合える地域共生社会の取組をさらに推進し町民の皆様からの高い信頼と評価を
得られるよう、今度も役職員一同一丸となって地域生活課題の解決と地域福祉の向上に取り組みました。

　金武区老人会、並里区老人クラブ、金武区婦人会、しんけんバンド（うるま市）、並里こども園、金武こど
もみらい園が余興で盛り上げてくれました。

11・12月
誕生日会

金武区婦人会 並里こども園 5歳児

並里こども園 4歳児 金武こどもみらい園

清掃活動

トーイ
ドライブ

ミニデイ
サービス

ボランティア活動

高齢者生きがい活動支援通所事業の誕生日会にボランティア出演

しんけんバンド

４～ 10月
誕生日会

金武区老人会

並里区老人クラブ
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生活福祉資金のご案内

障害者等に関するシンボルマークいくつ知っていますか？

車に関するマーク 街の中で見かけるマーク

聴覚障がいであるこ
とを理由に免許に条
件を付されている方
が運転する車に表示
するマーク

肢体不自由であるこ
とを理由に免許に条
件を付されている方
が運転する車に表示
するマーク

障がい者が利用できる建
物、施設であることを明
確に表すための世界共通
のシンボルマークです。

視覚障がい者の安全やバ
リアフリーに考慮された
建物、設備、機器などに
付けられている世界共通
のマークです。

人工肛門、人工膀胱を造
設している人のための設
備（トイレ、案内誘導）
があることを示すマーク。

ろう者等、手話を必要
としている方や手話対
応のできるところで広
く提示したり、ろう者
等自身がコミュニケー
ションの配慮を求める
ときに提示したりと、
様々な形で活用されて
います。

筆談を必要としている
方や筆談での対応を行
なう方を対象に、相互
に紙に書くことによる
コミュニケーションを
表現したマークです。

身体障がい者の補助犬
同伴の啓発のための
マークです。 盲導犬、
介助犬、聴道犬への理
解、配慮を求めるマー
クでもあります。

聞こえが不自由なことを
表すとともに、聞こえが
不自由な人への配慮を表
すマーク

義足や人工関節を使用している方、
内部障害や難病の方、妊娠初期の
方など、援助や配慮が必要なこと
が外見から分からない方々が、周
囲の方に配慮を必要としているこ
とを知らせるマークです。

「身体内部に障がいがある人」を表
すマークです。心臓や呼吸器など
の内部障害は外見から分かりにく
く、様々な誤解を受けることがあ
るため、視覚的に示し、理解と協
力を広げるために作られました。 ▲わけがありますくプロジェクト

金武町社協では1年を通して障がい者趣味教養講座を開催しています

手工芸教室

手工芸教室で制作した作品を 9月に
開催した「第 61 回身体障害者福祉
展」へ出展しました

料理教室

紙芝居屋「さどやん」さん
を迎えてハロウィン紙芝居
会を開催しました

■受講資格■　金武町在住又は町内に活動の場を有する障がい者及びその介護者
■募集定員■　各教室　２５名　各開催日ごとに申込み可能です　■申込締め切り■  各開催日の 1週間前 
緊急事態宣言や新型コロナウイルス感染症の状況で日程や内容を変更する場合があります。
お申込み、お問い合わせは 金武町社会福祉協議会
TEL：968-3310　FAX：968-6021　有線：8‐3310

スポーツ教室 スポーツ交流会 ダンス教室

身に付けるマーク

建物の中で見かけるマーク

ハート・
プラスマーク

オストメイト
マーク

耳マーク

◀マタニティ
マーク

エスカレーター▶
マナーアップ

盲人のための
国際シンボルマーク

障害者のための
国際シンボルマーク

身体障害者標識聴覚障害者標識

手話マーク
筆談マーク ほじょ犬マーク

募集中
軽食＆お菓子作りをします
開催日　1/18（火）・2/3（木） 
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　古宇利　和代　氏
場   所　総合保健福祉センター　2F調理室
持ち物　エプロン・三角巾または帽子

料理教室

ストリートダンスを楽しみます
開催日　1/24（月）・2/21（月）
時   間　午前 10時～午前 11時半
講   師　比嘉　一輝　氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 ダンス教室

手工芸を楽しみます
開催日　2/17（木）
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　平川　あい子 氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 手工芸教室

誰でも楽しめるスポーツをします
開催日　1/12（水）
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　手登根　雄次　氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 スポーツ教室

10月芸術鑑賞会（ハロウィン）

ヘルプマーク
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生活福祉資金のご案内

障害者等に関するシンボルマークいくつ知っていますか？

車に関するマーク 街の中で見かけるマーク

聴覚障がいであるこ
とを理由に免許に条
件を付されている方
が運転する車に表示
するマーク

肢体不自由であるこ
とを理由に免許に条
件を付されている方
が運転する車に表示
するマーク

障がい者が利用できる建
物、施設であることを明
確に表すための世界共通
のシンボルマークです。

視覚障がい者の安全やバ
リアフリーに考慮された
建物、設備、機器などに
付けられている世界共通
のマークです。

人工肛門、人工膀胱を造
設している人のための設
備（トイレ、案内誘導）
があることを示すマーク。

ろう者等、手話を必要
としている方や手話対
応のできるところで広
く提示したり、ろう者
等自身がコミュニケー
ションの配慮を求める
ときに提示したりと、
様々な形で活用されて
います。

筆談を必要としている
方や筆談での対応を行
なう方を対象に、相互
に紙に書くことによる
コミュニケーションを
表現したマークです。

身体障がい者の補助犬
同伴の啓発のための
マークです。 盲導犬、
介助犬、聴道犬への理
解、配慮を求めるマー
クでもあります。

聞こえが不自由なことを
表すとともに、聞こえが
不自由な人への配慮を表
すマーク

義足や人工関節を使用している方、
内部障害や難病の方、妊娠初期の
方など、援助や配慮が必要なこと
が外見から分からない方々が、周
囲の方に配慮を必要としているこ
とを知らせるマークです。

「身体内部に障がいがある人」を表
すマークです。心臓や呼吸器など
の内部障害は外見から分かりにく
く、様々な誤解を受けることがあ
るため、視覚的に示し、理解と協
力を広げるために作られました。 ▲わけがありますくプロジェクト

金武町社協では1年を通して障がい者趣味教養講座を開催しています

手工芸教室

手工芸教室で制作した作品を 9月に
開催した「第 61 回身体障害者福祉
展」へ出展しました

料理教室

紙芝居屋「さどやん」さん
を迎えてハロウィン紙芝居
会を開催しました

■受講資格■　金武町在住又は町内に活動の場を有する障がい者及びその介護者
■募集定員■　各教室　２５名　各開催日ごとに申込み可能です　■申込締め切り■  各開催日の 1週間前 
緊急事態宣言や新型コロナウイルス感染症の状況で日程や内容を変更する場合があります。
お申込み、お問い合わせは 金武町社会福祉協議会
TEL：968-3310　FAX：968-6021　有線：8‐3310

スポーツ教室 スポーツ交流会 ダンス教室

身に付けるマーク

建物の中で見かけるマーク

ハート・
プラスマーク

オストメイト
マーク

耳マーク

◀マタニティ
マーク

エスカレーター▶
マナーアップ

盲人のための
国際シンボルマーク

障害者のための
国際シンボルマーク

身体障害者標識聴覚障害者標識

手話マーク
筆談マーク ほじょ犬マーク

募集中
軽食＆お菓子作りをします
開催日　1/18（火）・2/3（木） 
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　古宇利　和代　氏
場   所　総合保健福祉センター　2F調理室
持ち物　エプロン・三角巾または帽子

料理教室

ストリートダンスを楽しみます
開催日　1/24（月）・2/21（月）
時   間　午前 10時～午前 11時半
講   師　比嘉　一輝　氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 ダンス教室

手工芸を楽しみます
開催日　2/17（木）
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　平川　あい子 氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 手工芸教室

誰でも楽しめるスポーツをします
開催日　1/12（水）
時   間　午後 2時～午後 3時半
講   師　手登根　雄次　氏
場   所　総合保健福祉センター
　　　　1F　レクリエーションホール

募集中 スポーツ教室

10月芸術鑑賞会（ハロウィン）

ヘルプマーク
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誰も
が安心

して快適に暮らせる健康文化のまち

発行：社会福祉法人金武町社会福祉協議会
　　 〒904-1201 金武町字金武1842番地
 （金武町総合保健福祉センター内）

電話 098－968－3310
有線 8－3310
FAX 098－968－6021

E-mail: kin-shakyo3310@woody.ocn.ne.jp

寄 　 附 　 者 　 御 　 芳 　 名
　社会福祉へのご理解とご協力ありがとうございました。皆さまから寄せられました浄財は、本町の社会福
祉のため大切に活用させていただきます。今回は、令和３年９月から１１月受付分までを掲載しております。

一般寄附

香典返し

一般寄附
一般寄附
一般寄附
一般寄附

仲間　和己　様
匿名
匿名
匿名

(故)仲間信榮様の香典返しとして
(故)安富祖マサ子様の香典返しとして
香典返しとして

仲間　政樹　　様
安富祖　清紀　様
匿名

　緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の受付期間を令和４年３月31日まで延長となりました。
金武町にお住いの方で、新型コロナウィルス感染症発生の影響に伴う休業や失業等により、収入が減少した
世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度の福祉資金（緊急小口資金）及び総合支援資金（生活支援費）につい
て特例貸付を実施しています。

新型コロナウィルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付

緊急小口資金 総合支援資金

一世帯 20万円以内
単身世帯：月 15万円以内
二人以上：月 20万円以内
※貸付期間　原則３ヶ月以内

対 象 者

貸付上限額

干支作品づくり ・・・・・・・・・・・・・・ 表紙
新年のごあいさつ ・・・・・・・・・・・・・・ ２
いろいろな活動 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３
ボランティア活動 ・・・・・・・・・・・・ ４～５
障がい者教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
障がい者のシンボルマーク ・・・・・・・・・・ ７
生活福祉資金/寄附御芳名 ・・・・・・・・・・・ ８

主
な
内
容

今年の干支「寅」の貼り絵が完成！！
　高齢者生きがい活動支援通所事業の利用者が 3 年前から取り組んでいる干支作品づくりを昨年も
行いました。紙に小さく切った布を一枚ずつ貼り合わせ 2ヶ月かけて、4 作品を完成させました。
作品は金武町役場、並里こども園、金武こどもみらい園へ寄贈しました。健康福祉センターにも展
示しています。

フードバンク寄贈

物品寄附

ポータブルトイレ
手指消毒剤5L×4本　500ml×5本

手づくりみそ300g×174個
与那国島産黒糖60袋
おきなわ黒糖防災缶24缶
カラープリンター　1台

後濱門　信彦　　　　　　　　様
サラヤ株式会社　メディカル事業部
福岡支店　　　　　　　　　　様
JAおきなわ金武支店女性部　  様

匿名 ▲JAおきなわ金武支店
女性部からの寄附

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を
受けることが要件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯 謹

賀
新
年

匿名
匿名
匿名

キャンプハンセン　様
キャンプハンセン　様

即席みそ汁　30食
お米　3kg、お菓子、乾物
お米　5kg、カップラーメン2ケース

衣類（子供用・大人用）計411着
食料品、オムツ等　計380点

▲キャンプハンセンからの寄贈


