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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４月～８月受付分までを掲載
しております。

子どもの食事支援！協力店で計６００食無料提供！子どもの食事支援！協力店で計６００食無料提供！

一般寄附として
食材費の提供　フードバンクへの活用として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として

仲村　千恵子　様
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名

車イス、四点歩行器
かばん等　4点
介護用ベッド、シャワーチェア
お米８０kg　地域福祉事業への活用として

松堂　英真　様
匿名
匿名
匿名

(故)神山正金　様の香典返し
フードバンクへの活用として

神山　通ハ子　様

　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3年11月30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

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

一世帯 20万円以内

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。
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

子どもの食事支援 ・・・・・・・・・・・・・ 表紙
タイガーマスクからランドル/フードバンク ・・・ ２
ボランティア活動/自転車譲ります ・・・・・・・ ３
令和２年度事業報告及び決算書 ・・・・・・ ４～５
新役員・評議員紹介 ・・・・・・・・・・・・・ ６
大雨災害義援金/赤い羽根/賛助会員 ・・・・・・ ７
福祉用具お貸しします ・・・・・・・・・・・・ ７
生活福祉資金/寄附御芳名 ・・・・・・・・・・・ ８

主
な
内
容

パーラーアップル おふくろ弁当

麵処　千代 協力店 ヤカビーチパーラー 協力店 リカモカカフェ 協力店

　沖縄子どもの未来県民会議による食事支援を活用して｢おふくろ弁当｣、｢パーラーアップル｣、｢ヤカビ
ーチパーラー｣が、6月14日～17日に各店舗１００食ずつの弁当を並里区学童、伊芸区学童、屋嘉区学
童に無料提供しました。また、タコライスラバーズの協力の下、｢麵処千代｣、｢リカモカカフェ」、｢ヤ
カビーチパーラー｣が、8月18日～22日に各店舗１００食を無料提供しました。

お詫び：社協だより第１２０号で記載の誤りがございました。ご迷惑をお掛けしました。
５ページ　「赤い羽根共同募金　法人募金」掲載漏れ　「合同会社　比嘉総建工業　様」
６ページ　民生委員名　誤）渡久地　多恵美⇒正）渡久地　多恵子　

タコライスラバーズ協力店では常時みらいチケットでタコライスを無料提供しています。
①大人がタコライスラバーズ協力店で食事（またはテイクアウト）の支払い時に＋300円で
【みらいチケット】を購入
②店内に設置されているホワイトボードに【みらいチケット】を貼り付ける
③協力店に来た小学生以下の全ての子ども達が【みらいチケット】を使って無料でタコライスを食べることができる。
(テイクアウトのみの店舗もあります )

※協力店によっては、保護者同伴が利用条件の場合もあります。
中学生・高校生・大学生・専門学生は【みらいチケット】に
＋３００円で大人サイズのタコライスが食べられます。
※学生証が必要な店舗もあります

お問い合わせは
タコライスラバーズ金武町支部　安次富　逸子
電  話：090-3793-2391
E-mail：aiai125ai117@yahoo.co.jp
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海兵隊１０１名によるボランティア活動

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための経済活動の自粛は、暮らしや家計に大きな影を落とし、さまざ
まな理由から食費を必要としている世帯に食料品の無料配布会を６月１０日に実施しました。これまでフー
ドバンクでお預かりした食品と金武町役場から非常食の提供もあり約２０００個の食料品を民生委員児童委
員の協力の下、１０１世帯へ配布しました。食料品の無料提供は随時実施しています。ご相談ください。

お問い合わせは　金武町社会福祉協議会（総合福祉センター）
電話番号０９８－９６８－３３１０　有線８－３３１０　 平日8時半～１７時　土日祝除く

フードバンクへの寄附受付中！！

フードバンク活動

寄付を受けられる食品・製品
賞味期限が１ヶ月以上あるもの。
・お米・パスタ、そうめん、ラーメン等の麺類
・レトルト食品・のり・お茶漬け・ふりかけ
・缶詰 (ポーク、ツナ、サバ、イワシなど）
・調味料（醤油、食用油、味噌など）
・お米券・商品券・生理用品・おむつ

寄付をうけられない食品

・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜等）
・弁当などの日配食品
・開封されているもの
・賞味期限が切れている食品
・賞味期限が明記されていない食品

■金武町役場　様
 （非常用食品：パン、マフィン、ハヤシライス)
■オリオンビール株式会社　様 
 （レモンティ２４０本） 
■匿名（缶詰類、子供用オムツ） 
■匿名（レトルト米、缶詰類、ラーメン等) 
■匿名（缶詰類、カップ麺等）
■匿名（カップ麺２箱）
■匿名（ホットケーキミックス、パスタソース)
■匿名（米３㎏×１０袋）
■匿名（菓子類）

寄贈ありがとうございました
[令和３年４月～８月末までの受付分]

　キャンプハンセン海兵隊によるボランティア活動が定期的に行われています。
６月９日は夏に向けて利用者が多くなる伊芸海浜公園のビーチと広場の草刈り作業、７月１４日は中川地区
公園内の蔦の刈り取り、小学校付近の草刈り、７月３１日には浜田漁港内のゴミ拾いを行いました。暑い中
での作業ありがとうございました。

伊芸海浜公園の作業の様子

中川区公園付近の作業の様子

浜田漁協の作業の様子

お 知 ら せ

寄贈して頂いたのは、国際ビジネス大学理事長の中谷昌文（な
かたに・よしふみ）氏です。２０２１年３月に金武町の小学１年
生の児童に新品のランドセルを２個寄贈しました。１個は中谷氏
自らタイガーマスクの格好で金武町の家庭に訪問し、直接手渡さ
れた児童は喜んでいました。
もう１個は社会福祉協議会を通じて寄贈しました。中谷氏は１
９９９年から児童養護施設などにランドセルを届ける「タイガー
マスク運動ランドセル基金」を継続しています。
これまで、日本で計１２４７個、海外には日本で６年間使われ
たランドセルを計１０万個以上送っています。

配布に協力して頂いた民生委員さん

金武町役場からの寄附

自転車　譲ります
キャンプハンセンで利用しなくなった自転車を
お譲りします。
希望の方はご連絡下さい。
台 数
連 絡 先
電 話
有 線

3台
金武町社会福祉協議会
098-968-3310
8-3310

：
：
：
：



社　協　だ　よ　り 社　協　だ　よ　り（２）令和３年10月 令和３年10月（３）第　121　号 第　121　号

海兵隊１０１名によるボランティア活動

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための経済活動の自粛は、暮らしや家計に大きな影を落とし、さまざ
まな理由から食費を必要としている世帯に食料品の無料配布会を６月１０日に実施しました。これまでフー
ドバンクでお預かりした食品と金武町役場から非常食の提供もあり約２０００個の食料品を民生委員児童委
員の協力の下、１０１世帯へ配布しました。食料品の無料提供は随時実施しています。ご相談ください。

お問い合わせは　金武町社会福祉協議会（総合福祉センター）
電話番号０９８－９６８－３３１０　有線８－３３１０　 平日8時半～１７時　土日祝除く

フードバンクへの寄附受付中！！

フードバンク活動

寄付を受けられる食品・製品
賞味期限が１ヶ月以上あるもの。
・お米・パスタ、そうめん、ラーメン等の麺類
・レトルト食品・のり・お茶漬け・ふりかけ
・缶詰 (ポーク、ツナ、サバ、イワシなど）
・調味料（醤油、食用油、味噌など）
・お米券・商品券・生理用品・おむつ

寄付をうけられない食品

・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜等）
・弁当などの日配食品
・開封されているもの
・賞味期限が切れている食品
・賞味期限が明記されていない食品

■金武町役場　様
 （非常用食品：パン、マフィン、ハヤシライス)
■オリオンビール株式会社　様 
 （レモンティ２４０本） 
■匿名（缶詰類、子供用オムツ） 
■匿名（レトルト米、缶詰類、ラーメン等) 
■匿名（缶詰類、カップ麺等）
■匿名（カップ麺２箱）
■匿名（ホットケーキミックス、パスタソース)
■匿名（米３㎏×１０袋）
■匿名（菓子類）

寄贈ありがとうございました
[令和３年４月～８月末までの受付分]

　キャンプハンセン海兵隊によるボランティア活動が定期的に行われています。
６月９日は夏に向けて利用者が多くなる伊芸海浜公園のビーチと広場の草刈り作業、７月１４日は中川地区
公園内の蔦の刈り取り、小学校付近の草刈り、７月３１日には浜田漁港内のゴミ拾いを行いました。暑い中
での作業ありがとうございました。

伊芸海浜公園の作業の様子

中川区公園付近の作業の様子

浜田漁協の作業の様子

お 知 ら せ

寄贈して頂いたのは、国際ビジネス大学理事長の中谷昌文（な
かたに・よしふみ）氏です。２０２１年３月に金武町の小学１年
生の児童に新品のランドセルを２個寄贈しました。１個は中谷氏
自らタイガーマスクの格好で金武町の家庭に訪問し、直接手渡さ
れた児童は喜んでいました。
もう１個は社会福祉協議会を通じて寄贈しました。中谷氏は１
９９９年から児童養護施設などにランドセルを届ける「タイガー
マスク運動ランドセル基金」を継続しています。
これまで、日本で計１２４７個、海外には日本で６年間使われ
たランドセルを計１０万個以上送っています。

配布に協力して頂いた民生委員さん

金武町役場からの寄附

自転車　譲ります
キャンプハンセンで利用しなくなった自転車を
お譲りします。
希望の方はご連絡下さい。
台 数
連 絡 先
電 話
有 線

3台
金武町社会福祉協議会
098-968-3310
8-3310

：
：
：
：



社　協　だ　よ　り 社　協　だ　よ　り（４）令和３年10月 令和３年10月（５）第　121　号 第　121　号

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。

社会福祉法人　金武町社会福祉協議会
令和2年度　事業報告及び決算
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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。

社会福祉法人　金武町社会福祉協議会
令和2年度　事業報告及び決算
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理事は、社会福祉法人の役員であり、業務執行をつかさどる理事会の構成員として、法人の業務執行を担います。
監事は、理事の職務執行を監査し、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について監査を行い、監査
報告を作成します。任期は、令和３年６月２５日から令和５年度定時評議員会終結の時までです。
評議員は評議員会を全員で構成し、社会福祉法人が適切に運営されるよう監督する役割と、地域の福祉ニーズや
福祉サービスを利用する当事者の声を社会福祉法人の運営に反映させます。任期は、令和３年６月２５日から令和
７年度定時評議員会終結の時までです。

令和3年大雨災害義援金の受付
令和３年７月及び８月の大雨により、静岡県熱海市を
はじめ、青森県、長野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県、
長崎県など、全国各地で洪水災害などによる人的及び家
屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救助
法が発令されました。
金武町共同募金委員会でも被災された方々を支援する
ことを目的に義援金を受付ています。ご協力をお願いし
ます。

福祉用具お貸しします
高齢者、障がい者、ケガ等で一時的に福祉用具が必要となり、福祉制度へ繋がるまでの期間、生活の
改善や在宅介護の負担軽減を目的に貸し出しを行っています。

お問い合わせは    金武町社会福祉協議会（総合福祉センター）
電話番号０９８－９６８－３３１０　有線８－３３１０　     平日午前９時～１７時　土日祝除く

金武町社会福祉協議会　新役員・評議員が決まりました
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理事
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理事
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監事
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宜野　憲一

宜野座　加代子
北城　昌美
島袋　博
宜野座　武
嘉数　義政
宜野座　幸男
伊藝　裕美子
安富　雅之
仲間　正己
喜納　政吉

知識経験者
金武町老人クラブ連合会代表

知識経験者
知識経験者

金武町役場代表
金武町区長会代表

区域において社会福祉事業を経営する団体の役員代表
金武町教育委員会教育委員代表
金武町民生児童委員代表

知識経験者
知識経験者
知識経験者

役　員　名 役　員　氏　名 選　　出　　区　　分

評　議　員　氏　名 選　　出　　区　　分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

山城　宏一
花城　清隆
安富祖　稔
島本　勇人
宮里　亮
新嶋　正規
新里　一史
兼次　百合恵
新里　広明
元山　満寿美
名嘉眞　隆
前川　テイ子
許田　正則
宇久田　朝樹
宜野座　裕子
儀武　雄太
山城　亮子
松堂　英真
仲間　源一郎
津嘉山　徳子
喜瀬　均
伊芸　政男

 区長
 区長
 区長
 区長

 金武町役場代表
 金武町民生委員児童委員代表
沖縄県農業協同組合金武支店代表
 金武町母子寡婦福祉会代表

 金武町身体障害者福祉協会代表
 金武町心身障害児者を守る親の会代表

 金武町商工会代表
 金武町婦人会代表

 金武町漁業協同組合代表
 金武地区消防衛生組合代表
 ボランティア団体代表
 金武町青年団協議会代表

 金武町子ども会育成連絡協議会代表
 金武区老人会代表

 並里区老人クラブ代表
 中川区老人クラブ代表
 伊芸区老人クラブ代表
 屋嘉区老人クラブ代表

10月 1日より毎年恒例の赤い羽根共同募
金が全国一斉にスタートしました。

金武町でも「戸別募金」「職域募金」「学
童募金」「法人募金」「個人募金」を通じて
町民の皆様に募金の協力を呼びかけます。
 協力頂いた募金は金武町社会福祉協議会
と県内の民間社会福祉施設等に配分され、
地域福祉・在宅福祉を推進する貴重な財源
として活用されています。

１０月１日より
スタート

赤い羽根共同募金
運動が始まりました

■募集期間　
令和４年３月３１日（木）まで
　平日８：３０～１７：００　土日祝は除く

■義援金受付先　
金武町共同募金委員会
（金武町社会福祉協議会内）
電話　９６８－３３１０　有線：８－３３１０

　この事業は寄贈いただいた福祉用具を活用しています。
いらなくなったけどまだ使える福祉用具があれば本会で活用させてください。
特に４点歩行器が不足しています。ご提供お願いします。

会員・賛助会員の募集

本会の事業にかかる経費は、町や県からの補助金や委託金
のほか、自主財源としての皆様からの会費によってまかなわ
れています。
福祉活動を展開していくためには、地域のみなさんの参加
が不可欠です。
会員制度は、社協の事業に賛同し、その活動を資金的に支
援していただくことにより、地域福祉を推進する一員となっ
ていただくことを目的としています。

1. 社協窓口へお越しいただける方
　 窓口で今年度分の会費をお支払いいただきます。
2. 社協窓口へお越しになれない方
　 金武町社会福祉協議会へご連絡下さい。

入会方法

①賛助会員　　本会の事業に賛同してくださる個人に加入
をお願いしています。年会費：1口　1,000 円
②特別会員　　本会の事業に賛同してくださる団体、町内
の企業や事業所などに、加入をお願いしています。
年会費：1口　5,000 円

会員区分と会費額（年額）

介護用ベッド
車イス
シャワーチェア
ポータブルトイレ
4点歩行器
松葉杖
1本杖
4点杖

貸し出し用具：

貸し出し期間：1 ヶ月
無料利用料：

介護用ベッド 車イス 松葉杖

シャワーチェア ポータブルトイレ 4点杖 1本杖
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ことを目的に義援金を受付ています。ご協力をお願いし
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福祉用具お貸しします
高齢者、障がい者、ケガ等で一時的に福祉用具が必要となり、福祉制度へ繋がるまでの期間、生活の
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10月 1日より毎年恒例の赤い羽根共同募
金が全国一斉にスタートしました。

金武町でも「戸別募金」「職域募金」「学
童募金」「法人募金」「個人募金」を通じて
町民の皆様に募金の協力を呼びかけます。
 協力頂いた募金は金武町社会福祉協議会
と県内の民間社会福祉施設等に配分され、
地域福祉・在宅福祉を推進する貴重な財源
として活用されています。

１０月１日より
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赤い羽根共同募金
運動が始まりました
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いらなくなったけどまだ使える福祉用具があれば本会で活用させてください。
特に４点歩行器が不足しています。ご提供お願いします。
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①賛助会員　　本会の事業に賛同してくださる個人に加入
をお願いしています。年会費：1口　1,000 円
②特別会員　　本会の事業に賛同してくださる団体、町内
の企業や事業所などに、加入をお願いしています。
年会費：1口　5,000 円
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香典返し

一般寄附

物品寄附

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４月～８月受付分までを掲載
しております。

子どもの食事支援！協力店で計６００食無料提供！子どもの食事支援！協力店で計６００食無料提供！

一般寄附として
食材費の提供　フードバンクへの活用として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として
一般寄附として

仲村　千恵子　様
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名

車イス、四点歩行器
かばん等　4点
介護用ベッド、シャワーチェア
お米８０kg　地域福祉事業への活用として

松堂　英真　様
匿名
匿名
匿名

(故)神山正金　様の香典返し
フードバンクへの活用として

神山　通ハ子　様

　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3年11月30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

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

一世帯 20万円以内

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。
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

子どもの食事支援 ・・・・・・・・・・・・・ 表紙
タイガーマスクからランドル/フードバンク ・・・ ２
ボランティア活動/自転車譲ります ・・・・・・・ ３
令和２年度事業報告及び決算書 ・・・・・・ ４～５
新役員・評議員紹介 ・・・・・・・・・・・・・ ６
大雨災害義援金/赤い羽根/賛助会員 ・・・・・・ ７
福祉用具お貸しします ・・・・・・・・・・・・ ７
生活福祉資金/寄附御芳名 ・・・・・・・・・・・ ８

主
な
内
容

パーラーアップル おふくろ弁当

麵処　千代 協力店 ヤカビーチパーラー 協力店 リカモカカフェ 協力店

　沖縄子どもの未来県民会議による食事支援を活用して｢おふくろ弁当｣、｢パーラーアップル｣、｢ヤカビ
ーチパーラー｣が、6月14日～17日に各店舗１００食ずつの弁当を並里区学童、伊芸区学童、屋嘉区学
童に無料提供しました。また、タコライスラバーズの協力の下、｢麵処千代｣、｢リカモカカフェ」、｢ヤ
カビーチパーラー｣が、8月18日～22日に各店舗１００食を無料提供しました。

お詫び：社協だより第１２０号で記載の誤りがございました。ご迷惑をお掛けしました。
５ページ　「赤い羽根共同募金　法人募金」掲載漏れ　「合同会社　比嘉総建工業　様」
６ページ　民生委員名　誤）渡久地　多恵美⇒正）渡久地　多恵子　

タコライスラバーズ協力店では常時みらいチケットでタコライスを無料提供しています。
①大人がタコライスラバーズ協力店で食事（またはテイクアウト）の支払い時に＋300円で
【みらいチケット】を購入
②店内に設置されているホワイトボードに【みらいチケット】を貼り付ける
③協力店に来た小学生以下の全ての子ども達が【みらいチケット】を使って無料でタコライスを食べることができる。
(テイクアウトのみの店舗もあります )

※協力店によっては、保護者同伴が利用条件の場合もあります。
中学生・高校生・大学生・専門学生は【みらいチケット】に
＋３００円で大人サイズのタコライスが食べられます。
※学生証が必要な店舗もあります

お問い合わせは
タコライスラバーズ金武町支部　安次富　逸子
電  話：090-3793-2391
E-mail：aiai125ai117@yahoo.co.jp


