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嘉手納町社協だより 令和４年４月第78号

　2月15日に、福祉教育協力校の指定を受けている屋良小学校の4年生児童を対象に、「みんな
を笑顔にするSDGs」のテーマで福祉講話を行いました。
　なぜ SDGs の取り組みが必要なのか、世界で今何が起きているのかを知り、自分たちが何に取
り組んだら笑顔になれるかを考えました。
　児童は、 ❶ひとりひとりができること　❷お友だちやクラスでできること　❸学校や家でできる
ことをグループになって話し合い発表を行いました。
　SDGs は自分たちの生活の中でも出来ること、取り組めることに気づける内容で、児童からは、
いじめや差別をなくす、電気をこまめに消す、給食を残さない、仲良く暮らすなど、たくさんの意
見が出ました。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　 TEL 098-956-1177　 FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　https://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます

●令和3年12月9日
　嘉手納町屋良
　屋比久吉子 様
　50,000円

一般寄付
●令和4年1月12日
　嘉手納町字嘉手納
　兼村憲常 様
　(故)妻 兼村町子様の香典
　返しとして100,000円

香典返しの寄付
●令和3年12月9日
　嘉手納町字嘉手納
　屋我平善 様
　30,000円 子ども支援の
　ための寄附

指定寄付
【R3.12.1 ～ R4.2.28】

令和４年度　心配ごと相談所（弁護士相談）事業

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

　相続や離婚問題など法律に関わる諸問題について、弁護士による法律相談（専門相談）を実施していま
すが、令和 4年度より相談時間が変更となります。
　相談までの手続きについては変更ありません。電話等で予約をいただき、相談内容を確認のうえでの受
け付けとなりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 相談日時 毎月第2・第4金曜日　午後2時より午後4時15分
 相談時間 1回45分（①午後2時～午後2時45分　②午後2時45分～午後3時30分　③午後3時30分～午後4時15分）

～制服リサイクル事業～

　町内の小・中・高校の不要になった制服を寄付していただき、それを必要している方々へ無償で提供する事業を
行っています。
　ご自宅に不要になった制服があれば、ぜひご提供ください。ご協力のほどよろしく
お願いします。
※汚れや傷みが少なく使用に耐えられる物をお願いいたします。

【制服が必要な方へ】
　町内の小・中・高校の通学者で制服を必要としている方からの問い合わせもお待ち
しています。ただし、その時の在庫での対応となり、予約はできませんのでご了承く
ださい。
　受け取りの際は、氏名・住所・連絡先の記載をお願いしています。

不要になった制服はありませんか？ 

（屋良小学校４年生）

みんなを笑顔にするみんなを笑顔にする
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嘉手納町社協だより 令和４年４月第78号嘉手納町社協だより令和４年４月 第78号

地域の皆さまには日頃より、本会の活動へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
本会が実施する地域福祉活動は、会費や寄付金などの皆さまの善意によって支えられています。
令和4年度におかれましても、会員加入へのご理解とご協力をお願いします。

　毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」、5月12日～5月18日は「活動強化週間」と位置付け
られています。
　民生委員・児童委員の存在について地域の住民や関係機関・団体などに理解を深めていただき、 
信頼関係を築いていく機会としています。
　生活のこと 、子育てのこと、福祉サービスに関することなど、困りごとがありまし
たらお気軽に地域の民生委員・児童委員ヘご相談ください。

　社会福祉協議会では、ボランティアの皆さんが安心して活動ができるように、ボランティア活動保
険の受付業務を行っています。

●特徴
　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケ
ガや損害賠償責任を補償。 往復途上の事故や熱
中症による障害・食中毒・特定感染症も補償。
※「特定感染症」に新型コロナウイルス感染症が
追加されました。

●加入できる方
　嘉手納町社協ボランティアセンターに登録して
いるボランティア、ボランティア団体

●対象となる活動
　日本国内における「自発的な意志により、他人や
社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記
の①～③のいずれかに当てはまる活動。
①グループの会則に則り、企画・立案されたボラン
ティア活動
②社会福祉協議会（ボランティアセンター）に届け
出た活動
③社会福祉協議会より依頼された活動

〈ふれあい訪問事業〉
一人暮らしの高齢者等の自宅へボランティアが訪問し、安否確認や話し相手になることで生活を支援しています。
〈ボランティア活動の推進〉
小学生や中・高校生を対象に、福祉の体験学習・ボランティア活動の場を提供しています。ボランティア団体へ助
成金を交付し、 団体の活動を支援しています。

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会
令和4年度 会員加入ご協力のお願い

 戸別会員 嘉手納町の住民(世帯) 1口 　500円
 賛助会員 社協活動に賛同する個人 1口 1,000円
 特別会員 企業・団体・個人 1口 5,000円

加入方法

7月・8月は社協会員強化月間です

・社会福祉協議会窓口にて受け付けしています。
・前年度ご加入いただいている賛助会員・特別会
員の皆さまには、職員がご依頼に伺います。
・戸別会員については、自治会の皆さまのご協力を
いただきご加入いただいています。

会費の種類と金額

社協会費の使いみち（例）

●●●●●令和4年度 ボランティア活動保険のご案内

※危険を伴う活動など、対象とならない活動もあ
りますので、詳しくは本会までお問合せください。

●年間保険料(1名あたり)
基本プラン ……………… 350円
天災・地震補償プラン … 500円

●補償期間
　令和3年4月1日午前0時から令和4年3月31日
午後12時までの1年間
※中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌
日午前0時から令和4年3月31日午後12時まで

民生委員・児童委員の日 活動強化週間

民生委員・児童委員とは？
　民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け社会福祉を推進するため活動する、地域で身近
な相談・支援ボランティアです。一定の区域を担当し、支援が必要な住民に対して必要に応じた福祉
サービスなどの情報提供を行うとともに、自らも住民の一員として地域の福祉活動に参加しながら、地
域に密着した相談・支援活動に取り組んでいます。

民生委員・児童委員の活動
●地域住民がかかえる生活上のさまざまな問題について親身になって相談にのります。
●地域住民が必要に応じて福祉サービスの提供が受けられるよう行政や関係機関などと連携し調整・
支援します。
●一人暮らし高齢者などの定期的な見守り活動を行います。 
●活動をとおして得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて関係機関に意見を提起します。

秘密は守ります
　民生委員・児童委員には秘密を守ることが義務付けられています。住民一人ひとりの人権とプライバ
シーを尊重し、秘密を保持します。

地域の民生委員・児童委員を紹介します
東　区

中央区

北　区

南　区 主任児童委員

西　区

西浜区

宮城恵美子   護得久惠美子　 新垣ミサ子　  津波古光男

伊禮松則　　  宮里教子　　  玉寄秀夫　　  新垣光子

安森洋子　　　 宮城徹　　   上間邦夫　　 平安名恵子

新垣和子　　  与座直子 古堅壽勇

奥間幸子　　  屋比久昭　　  宮里郁子　　  古謝義光

奥間孝子　　宮城美代子　　知花和子　　知念サヨ子　　渡久知勝
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嘉手納町社協だより 令和４年４月第78号嘉手納町社協だより令和４年４月 第78号

地域の皆さまには日頃より、本会の活動へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
本会が実施する地域福祉活動は、会費や寄付金などの皆さまの善意によって支えられています。
令和4年度におかれましても、会員加入へのご理解とご協力をお願いします。

　毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」、5月12日～5月18日は「活動強化週間」と位置付け
られています。
　民生委員・児童委員の存在について地域の住民や関係機関・団体などに理解を深めていただき、 
信頼関係を築いていく機会としています。
　生活のこと 、子育てのこと、福祉サービスに関することなど、困りごとがありまし
たらお気軽に地域の民生委員・児童委員ヘご相談ください。

　社会福祉協議会では、ボランティアの皆さんが安心して活動ができるように、ボランティア活動保
険の受付業務を行っています。

●特徴
　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケ
ガや損害賠償責任を補償。 往復途上の事故や熱
中症による障害・食中毒・特定感染症も補償。
※「特定感染症」に新型コロナウイルス感染症が
追加されました。

●加入できる方
　嘉手納町社協ボランティアセンターに登録して
いるボランティア、ボランティア団体

●対象となる活動
　日本国内における「自発的な意志により、他人や
社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記
の①～③のいずれかに当てはまる活動。
①グループの会則に則り、企画・立案されたボラン
ティア活動
②社会福祉協議会（ボランティアセンター）に届け
出た活動
③社会福祉協議会より依頼された活動

〈ふれあい訪問事業〉
一人暮らしの高齢者等の自宅へボランティアが訪問し、安否確認や話し相手になることで生活を支援しています。
〈ボランティア活動の推進〉
小学生や中・高校生を対象に、福祉の体験学習・ボランティア活動の場を提供しています。ボランティア団体へ助
成金を交付し、 団体の活動を支援しています。

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会
令和4年度 会員加入ご協力のお願い

 戸別会員 嘉手納町の住民(世帯) 1口 　500円
 賛助会員 社協活動に賛同する個人 1口 1,000円
 特別会員 企業・団体・個人 1口 5,000円

加入方法

7月・8月は社協会員強化月間です

・社会福祉協議会窓口にて受け付けしています。
・前年度ご加入いただいている賛助会員・特別会
員の皆さまには、職員がご依頼に伺います。
・戸別会員については、自治会の皆さまのご協力を
いただきご加入いただいています。

会費の種類と金額

社協会費の使いみち（例）

●●●●●令和4年度 ボランティア活動保険のご案内

※危険を伴う活動など、対象とならない活動もあ
りますので、詳しくは本会までお問合せください。

●年間保険料(1名あたり)
基本プラン ……………… 350円
天災・地震補償プラン … 500円

●補償期間
　令和3年4月1日午前0時から令和4年3月31日
午後12時までの1年間
※中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌
日午前0時から令和4年3月31日午後12時まで

民生委員・児童委員の日 活動強化週間

民生委員・児童委員とは？
　民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け社会福祉を推進するため活動する、地域で身近
な相談・支援ボランティアです。一定の区域を担当し、支援が必要な住民に対して必要に応じた福祉
サービスなどの情報提供を行うとともに、自らも住民の一員として地域の福祉活動に参加しながら、地
域に密着した相談・支援活動に取り組んでいます。

民生委員・児童委員の活動
●地域住民がかかえる生活上のさまざまな問題について親身になって相談にのります。
●地域住民が必要に応じて福祉サービスの提供が受けられるよう行政や関係機関などと連携し調整・
支援します。
●一人暮らし高齢者などの定期的な見守り活動を行います。 
●活動をとおして得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて関係機関に意見を提起します。

秘密は守ります
　民生委員・児童委員には秘密を守ることが義務付けられています。住民一人ひとりの人権とプライバ
シーを尊重し、秘密を保持します。

地域の民生委員・児童委員を紹介します
東　区

中央区

北　区

南　区 主任児童委員

西　区

西浜区

宮城恵美子   護得久惠美子　 新垣ミサ子　  津波古光男

伊禮松則　　  宮里教子　　  玉寄秀夫　　  新垣光子

安森洋子　　　 宮城徹　　   上間邦夫　　 平安名恵子

新垣和子　　  与座直子 古堅壽勇

奥間幸子　　  屋比久昭　　  宮里郁子　　  古謝義光

奥間孝子　　宮城美代子　　知花和子　　知念サヨ子　　渡久知勝
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　嘉手納町社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染した自宅療養者のみなさんの不安に寄り
添うために、自宅療養されている方を対象に支援物資セットをお届けします。（無料）
　ご希望の方は、下記までご連絡ください。

嘉手納町に住所を有する方で次のいずれかに該当する方
① 新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養をしている
② 同居家族等が新型コロナウイルス感染症の陽性者で、濃厚接触者として
自宅待機をしている

嘉手納町社会福祉協議会　コロナ対策支援事業

自宅療養中のみなさんへ支援物資をお届けします

実施期間 令和4年6月30日まで（　　　  ）実施期間を
延長しました。

対 象 者

水、カップ麺、米、
レトルト食品、マスク、
消毒液  など

お届け方法
社協職員が、日時を連絡の上
自宅玄関前へお届けします。
対面はありません。

申
し
込
み
先

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会
電　話：098-956-1177
メール：shakyo@kadena-shakyo.com
※申し込みの際は氏名・住所・電話番号・ご家族の人数をお知らせください。
※個人情報およびプライバシーの保護に細心の注意をはらい対応いたします。

嘉手納町字水釡 447番地 1
（総合福祉センター 4階）

ライン公式アカウント
からの申し込みも可能です。

嘉手納町社協だより 令和４年４月第78号嘉手納町社協だより令和４年４月 第78号

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や離職した方を対象とする生活福祉資金の特例貸付の相談を
受け付けています。お困りの方はご連絡ください。 （すでに借りられている方は対象外となります。）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
学校の休校や部活動の中止など子どもたちに
も、大切な体験や学びの機会が奪われるなど
の影響がありました。子どもたち自身の悩み
も深まっています。
　そのような状況を踏まえ、気軽にいつでも
助けを求めることができる相談先の情報を掲
載したクリアファイルを作成しました。作成し
たクリアファイルは、中学校と高校の協力を得
て、生徒の皆さんへ配布を行いました。

　ペアレントトレーニングとは、子どもへの適した関わり方を学ぶことで、親子のより良い関係づくりを目指し
ていくプログラムです。
　全８回を通し、ホームワークを取り入れながら実践的な学びを行うと共に、同じ悩みをもった参加者同士（ピ
ア）で学んでいくことでより効果を感じることができます。２月に最終回を迎え、参加
者からは、「子どもに対する見方が変わった」、「気持ちがだいぶ楽になった、笑顔が
増えた」など、嬉しい変化の声がありました。
　毎年、8～9月に募集を行いますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

　新型コロナウイルスの影響で地域の活動が制
限される中「こんなときこそ見守りが大切」という
声から、東区見守り隊と東区がんじゅう会が合同
で『手紙でつながろう作戦』を実施しました。
　2月上旬に、チャック付きの袋に入れたお手紙
とマスクを見守り隊や民生委員・自治会長がポス
ティングし、2月下旬からはお手紙を受け取りなが
ら安否確認を行っています。
　見守り隊員のアイデアにより、お手紙には訪問
時に会話のきっかけとなるよう東区内に関するク
イズやアンケートを取り入れました。
　活動された皆さんより、
訪問時にクイズの答え
を一緒に考えたこと
や、答えが分かった
ときの楽しそうな様
子などをお聞きして
います。

　新型コロナウイルスの様々な影響の中、少しで
も地域の皆さまが笑顔になれるようなことが出来
ないか、また、町内の福祉活動や社協の取組みを
知ってほしいという願いも込め、本会において初
の試みとなる『しあわせ広がるカレンダー』を作成
し町内各地に無料配布しました。
　完成したカレンダーをみて、改めて地域の皆さ
まの力はとても大きく、皆さまの存在があってこ
その本会であると感じています。このカレンダー
をきっかけにこの一年、
少しでも笑顔になって
いただけたら嬉
しいで
す。

◆受 付 期 間：令和4年6月末日まで
◆貸付上限額：緊急小口資金（特例）最大20万円まで
　　　　　  総合支援資金（特例）最大60万円まで
※貸付条件に該当される方でも、状況によっては貸付
対象外となる場合もあります。

新型コロナ感染症の影響に
より経済的にお困りの方へ

生活福祉資金(コロナ特例貸付)制度のご案内

受付期間が延長されました

ペアレントトレーニング講座

中・高校生へのクリアファイル
配布事業

障害者地域生活支援事業
理解促進研修・啓発事業

手紙でつながろう

作戦を実施しまし
た手紙でつながろう

作戦を実施しまし
た

2022しあわせ広がる
カレンダーを作成しました

お問い合わせ　嘉手納町社会福祉協議会 TEL:956-1177

【お問合せ】地域福祉係（比嘉）　098-956-1177

東　区
自治会

※貸付にあたっては、沖縄県社会福祉協議会が審
査を行います。
※相談は予約制としております。ご相談の際は、事
前にご絡ください。
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世界自閉症啓発デーとは？
　全世界の人々に自閉症のことを理解してもらうため
に、国連において毎年4月2日を「世界自閉症啓発
デー」と決議しました。癒し・希望・平穏などの意味が
ある「青」をシンボルカラーとして、4月2日には世界各
地でライトアップなどが行われます。
　また、世界自閉症啓発デーの取り組みとあわせて、 
日本では4月2日から8日までを「発達障害啓発週間」
と位置づけ、各種啓発活動が行われています。

自閉症とは？
　自閉症（自閉症スペクトラム障害）は病気ではなく

毎年4月2日は国連が定めた世界自閉症啓発デーです

　新型コロナウイルス感染症の拡大予防のために「マスク着用」という習慣が浸透しています。
　しかし社会の中には、発達障害、 自閉症、感覚過敏、皮膚、心臓、呼吸器の疾患
などさまざまな障害や病気が原因でマスクの着用が難しい方がいらっしゃいます。
　やむを得ない事情でマスクを着用できない方々に対する風当たりが強くなり、
トラブルも発生しています。
　そこで、周囲の方が障害や症状のある人のことを理解し、お互いに気持ちよく
過ごせるアイテムとして 意思表示カードが作成されました。
　意思表示カードは『わけがありますく』と検索することで無料ダウ
ンロードができます。使用目的に合わせて、拡大・縮小し、切り抜い
て利用することも可能です。

わけがありますくマスクをつけられない理由があります

　内部障がいや発達障害、難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や
配慮を必要としている方がいます。そうした方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせるた
めのツールが「ヘルプマーク」です。

ヘルプマークを知っていますか？
「ヘルプマーク」とは援助や配慮が必要な方のためのマークです。

生まれつきの脳の機能障害
であると考えられています。
生まれつきのものなので、親
の育て方や生活環境は直接
の原因ではありません。
　自閉症の特性があると、他者とのコミュニケーショ
ンが苦手、こだわりが強い、音や光などに過敏に反応
するなどがあります。

「青色」を身に着けてみませんか？
　4月2日には、世界自閉症啓発デーのシンボルカ
ラーの「青色」を身に付けて、世界中で行われるこの
活動へ一緒に参加してみませんか？
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※ヘルプマークは、 
　嘉手納町役場1階
　福祉課で配布して
　います。

　支援してほしいことをシールに書いてヘルプマークの裏に貼り、持ち物につけておくと、
困った時に見せることができるので便利です。

このマークを見かけたら
●バス・モノレールの中で、席をお譲りください。
●バス停や商業施設等で声をかけるなどの配慮をお願いします。
●災害時は安全に避難するための支援をお願いします。

2022年 子どもの日

作品募集！
フォトコンテスト

児童福祉週間（5月5日～5月11日）にちなんで、
フォトコンテストを開催します。
下記のテーマにちなんだ作品を募集します。

【令和4年度児童福祉週間標語】
　見つけたよ  広がる未来とつかむ夢
【作品のテーマ】
　●鯉のぼりとの記念写真
　●家族の団らん
　●友人同士の思い出の1枚
　などの、笑顔の楽しい写真を募集します。
※写真には、必ず子ども（高校生まで）が写っていること。
　大人だけの写真はNGです。
※応募が100名に達し次第、受け付けを締め切ります。
★審査はテクニックよりも表情やハート重視です。

【応募期間】 令和4年4月18日（月）～令和4年5月20日（金）
【応募方法】 スマホなどで写した写真を、専用のフォームよりご応募ください。
 ※詳細については、本会ホームページまたは下のQRコードよりご確認ください。
【賞　　品】 大　賞（1点：5000円の商品券）
 優秀賞（3点：3000円の商品券）
 入　賞（6点：2000円の商品券）
 ※応募者全員に応募した作品を缶バッジにしてプレゼント。
【応募資格】 町内在住の方。
 町外の方で、子どもが町内の保育園、幼稚園、学校に在籍している方。
【応募点数】 一人1点まで。　
　　　　●結果発表は、令和4年6月中に嘉手納町社協のホームページに掲載します。
　　　●申込みは下記のwebサイトへ。
　　　　https://kadena-shakyo.com

【主　催】 （福）嘉手納町社会福祉協議会
　　　　 比謝川鯉のぼりフェスタ実行委員会
【問合せ】 （福）嘉手納町社会福祉協議会　電話956-1177

あなたの
一番の写真を
応募してネ。
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嘉手納町社協だより 令和４年４月第78号

　2月15日に、福祉教育協力校の指定を受けている屋良小学校の4年生児童を対象に、「みんな
を笑顔にするSDGs」のテーマで福祉講話を行いました。
　なぜ SDGs の取り組みが必要なのか、世界で今何が起きているのかを知り、自分たちが何に取
り組んだら笑顔になれるかを考えました。
　児童は、 ❶ひとりひとりができること　❷お友だちやクラスでできること　❸学校や家でできる
ことをグループになって話し合い発表を行いました。
　SDGs は自分たちの生活の中でも出来ること、取り組めることに気づける内容で、児童からは、
いじめや差別をなくす、電気をこまめに消す、給食を残さない、仲良く暮らすなど、たくさんの意
見が出ました。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　 TEL 098-956-1177　 FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　https://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます

●令和3年12月9日
　嘉手納町屋良
　屋比久吉子 様
　50,000円

一般寄付
●令和4年1月12日
　嘉手納町字嘉手納
　兼村憲常 様
　(故)妻 兼村町子様の香典
　返しとして100,000円

香典返しの寄付
●令和3年12月9日
　嘉手納町字嘉手納
　屋我平善 様
　30,000円 子ども支援の
　ための寄附

指定寄付
【R3.12.1 ～ R4.2.28】

令和４年度　心配ごと相談所（弁護士相談）事業

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

　相続や離婚問題など法律に関わる諸問題について、弁護士による法律相談（専門相談）を実施していま
すが、令和 4年度より相談時間が変更となります。
　相談までの手続きについては変更ありません。電話等で予約をいただき、相談内容を確認のうえでの受
け付けとなりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 相談日時 毎月第2・第4金曜日　午後2時より午後4時15分
 相談時間 1回45分（①午後2時～午後2時45分　②午後2時45分～午後3時30分　③午後3時30分～午後4時15分）

～制服リサイクル事業～

　町内の小・中・高校の不要になった制服を寄付していただき、それを必要している方々へ無償で提供する事業を
行っています。
　ご自宅に不要になった制服があれば、ぜひご提供ください。ご協力のほどよろしく
お願いします。
※汚れや傷みが少なく使用に耐えられる物をお願いいたします。

【制服が必要な方へ】
　町内の小・中・高校の通学者で制服を必要としている方からの問い合わせもお待ち
しています。ただし、その時の在庫での対応となり、予約はできませんのでご了承く
ださい。
　受け取りの際は、氏名・住所・連絡先の記載をお願いしています。

不要になった制服はありませんか？ 

（屋良小学校４年生）

みんなを笑顔にするみんなを笑顔にする


