
 

～社協は次のような事業を 

実施しています～ 
 

地域コミュニティネットワーク事業 

①東風平小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

②白川小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

③具志頭小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

④新城小校区地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

ボランティアセンター事業 

歳末たすけあい配分金事業 

ふれあいのまちづくり推進事業 

セーフティネット支援対策等事業 

ファミリーサポートセンター事業 

高齢者の生きがいと健康づくり事業 

配食サービス任意事業 

地域包括支援センター事業 

要援護者見守りネッワーク事業 

障害者社会参加促進事業 

（芸術・文化、スポーツ） 

相談支援事業 

手話奉仕員養成事業 

生活福祉資金貸付事業 

たすけあい金庫貸付事業 

町社会福祉会館管理受託事業 

老人福祉センター管理受託事業 

 
 

 

 

八重瀬町社会福祉協議会 
〒901-0401 八重瀬町字東風平 1318-1（八重瀬町社会福祉会館内） 

TEL：（098）998-4000 FAX：（098）998-8999 

ホームページ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｙａｅｓｅｓｈａｋｙｏ．ｃｏｍ/ 
 

八重瀬町社会福祉協議会 具志頭支所 
〒901-0512 八重瀬町字具志頭 645（八重瀬町具志頭老人福祉センター内） 

TEL：（098）998-4677・1977 FAX:（098）998-1948 

～あなたも社協の会員に～ 
 

社協の財源は、住民のみなさまからの会費をはじめ、寄付金、共同募金の配分金、町の補助金や委託金等

により成り立っており、中でも会費は大切な自己財源の一つです。 八重瀬町社協は、「住民の生活に密着した

社協であるために」みなさまからいただいた会費を地区へ還元し、活用しております。一人ひとりが社協の会員

になることによって、地域福祉活動に間接的に参加していただいているサポーターでもあります。多くの住民の

みなさまが趣旨をご理解いただき、社協活動を支えてくださいますようご協力をお願い申し上げます。 

夏祭り 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

社 協 会 員 募 集 期間 

みなさまには、日頃から本会の事業推進に格別のご理解、ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 
 

 

 

お問い合わせは 

友愛訪問 

世代間交流 

クリスマスケーキ 

配達事業 

≪賛助会費≫ 

賛同する個人、 

町内店舗等（１口） 

１，０００円 

≪戸別会費≫ 

町内各世帯 

５００円 

≪団体会費≫

福祉団体・ 

福祉施設等 

５，０００円 
≪特別会費≫

企業等（１口） 

１０，０００円 

 ≪社会福祉協議会（社協）とは…≫ 

「誰もが安心して暮らすことのできる

福祉のまち」の実現を目指して、地

域住民や関係機関・団体等と連携

し、諸問題の解決に向けて取り組む

民間の福祉団体です。 

推進会 

新春もちつき大会 

出産おめでとう交流会 
友愛訪問 

世代間交流 



(有)アグリハウスこちんだ (株)寿開発 (有)福正 沖縄県農業協同組合東風平支店支店長 東風平 （２７８，０００円）
(有)曙開発 呉屋自動車整備工場 (株)双葉測量設計 沖縄県農業協同組合あずま支店支店長 伊覇 （４０,５００円）
(有)アトム印刷 ザ・サザンリンクスゴルフリゾート 文進印刷(株) 沖縄県農業協同組合具志頭支店支店長 上田原 （１４，５００円）
(有)新垣 (有)三慶技研 (株)ホープ設計 島尻消防・清掃組合 屋宜原 ６３，５００円）
(株)池宮商会 (株)三大土木産業 北斗設計(株) 琉球銀行東風平支店支店長 富盛 （１５７，０００円）
(株)泉設計 (株)山洋開発 (有)前信 八重瀬町副町長 福島正惟様 世名城 （９４，５００円）
(有)伊世開發 (株)芝岩エンジニアリング (株)牧工業 八重瀬町教育委員会教育長 金城隆雄様 高良 （３３，０００円）
一日ばしモータース(資) (株)シビルエンジニアリング 真喜志電設 八重瀬町役場管理職 志多伯 （１２１，０００円）
いちょう内科あしとみ (有)新開技研 (有)丸清産業 八重瀬町区長会 当銘 （６７，０００円）
(有)糸工房 (株)新開土木設計 (株)丸島建設コンサルタント 八重瀬町議会 小城 （７１，０００円）
糸満燃料(株) (有)新技術開発 (株)丸真組 八重瀬町農業委員会 宜次 （６５，０００円）
伊仲誠保司法書士事務所 新星出版株式会社 (有)まるや開発 八重瀬町民生委員児童委員連合会 外間 （２５，０００円）
医療法人杏月会 (株)新共電気工業 (有)丸和 八重瀬町社協理事・監事・評議員 友寄 （１１７，５００円）
(有)宇地原工業 (有)仁組 (有)みどり食品 八重瀬町社協職員 第一団地 （４１，０００円）
(有)エココンシャス (有)真山造園土木 (有)南工業 その他 白川ハイツ （５０，０００円）
(有)エースプロジェクト (有)新長堂土木 (株)嶺建設 大倉ハイツ （２６，５００円）
(有)大里砕石 (有)新芽開発 (有)メイクホーム沖縄 屋宜原団地 （５９，５００円）
大野産業(株) (株)伸和建設 (株)盛設計 県営外間団地 （３５，０００円）
大宮建機リース(有) (有)精巧エンジニアリング やえせ眼科 友寄東ハイツ （５０，０００円）
(株)沖成コンサルタント (有)西部技建 やえせクリニック あけもどろ学園 外間高層住宅 （２４，５００円）
沖縄環境企画(株) 設計工房 玄 やえせ歯科クリニック 有限会社あしみじ 県営屋宜原団地 （１５，０００円）
(有)沖縄基礎開発 (株)設備研究所 ヤエセ自動車 音訳サークルやえせ 具志頭 （１５０，０００円）
沖縄協同ガス(株)那覇営業所 (有)第一機行 やえせ司法書士事務所 株式会社シルバー・サポート(２口) 新城 （１１０，５００円）
沖縄銀行 八重瀬支店 (株)大協測量設計 (有)山一開発 企業組合 寿々の会 後原 （１０７，５００円）
(株)沖縄建設技研 (有)大進建設 ヤマト石油株式会社 企業組合和の会(きらり) 大頓 （２９，０００円）
沖縄県農業協同組合 具志頭支店 (有)大眞建設 (株)与那嶺測量設計 具志頭保育園 玻名城 （６８，０００円）
沖縄県農業協同組合 東風平支店 (有)大地測量設計 ラッキー自動車商会(株) グループホームくしばる 安里 （８３，５００円）
沖縄県酪農農業協同組合 (有)平良建設 (有)環境メンテナンス シーサー保育園 与座 （１６，０００円）
(株)沖縄探査開発 拓南製鐵株式会社　(3口) 琉球銀行 東風平支店 指定通所介護事業所 えーじ 仲座 （５３，０００円）
(有)沖縄ピーアール商会 (株)拓琉金属 琉球警備保障(株) 社会福祉法人八重乃会 中央保育園 港川 （１０４，５００円）
(株)沖縄不動産総合鑑定所 (有)たけ事務 (株)琉球補聴器 手話サークル フラワーハンド 長毛 （５６，０００円）
おきなわ屋 タッグ・パワフル (有)琉邦技研 小規模福祉作業所 やえせ 県営長毛団地 （８，０００円）
(株)沖縄ランドコンサルタント (有)玉栄組 (株)リュウロード 第２ぐしかみ保育園 県営大頓団地 （１８，０００円）
(株)沖橋エンジニアリング (株)照正組 (株)和高建設工業 清ら風保育園
(有)オフィスパートナー (株)トーエイ建設産業 <五十音順> てだこ学園
(有)開成実業 (株)東洋企画印刷 ときわ東保育園
株式会社 嘉数重工 ときわ交通合資会社 特定非営利活動法人 東風の庭
家庭倫理の会 沖縄南 (株)都市建築設計 特定非営利活動法人 サザンウィンド
(株)かみもり設計 株式会社トリム 宇座 徳幸 様 特別養護老人ホーム 転生園
神谷酒造所 (有)仲座オートサービス 大城福徳・伊公子・忠一様 特別養護老人ホーム ときわ苑
神谷ファーム (有)仲座開発 大城 若菜 様 南部水道企業団
かわたけ整骨院 (有)仲座建設 嘉数 清春 様 のびる保育園
川武タタミ店 (有)仲座工業所 神谷 徳一 様 (有)パロス高齢者専用賃貸住宅ちぶみやえせ
菊みそ加工所 夢工房 なかま歯科医院 川武 繁男 様 みどりが丘保育園
きた看板 中村内科胃腸科 比屋根 方治 様 港川保育園
(有)協進食品 (株)那覇ゴルフ倶楽部 比屋根 正行 様 やえせ北保育園
(有)協和工務店 那覇相互警備保障(株) 比屋根 正義 様 八重瀬町愛の会
(株)金城組 那覇ミート(株) 比屋根 正則 様 やえせ就労支援センター 野の花
金城・與那嶺共同事務所 (株)南山開発 屋宜 加代子 様 八重瀬町商工会
(有)具志頭給油所 南山カントリークラブ 居酒屋みーやー小 八重瀬町女性連合会
(有)具志頭畜産 (株)南城技術開発 エスピーガ・デ・オロ 八重瀬町身体障害者協会
(株)具志堅建築設計事務所 (有)南西技術 オート・キャン・サービス 八重瀬町赤十字奉仕団
(有)クックフード大膳(東風亭) 南西空調設備(株) 神谷自動車整備工場 八重瀬町母子寡婦福祉会
(株)国建 (有)南武建設 ぐしかみ・オート・サービス 八重瀬町民生委員児童委員連合会
(資)久保田電設工業 南部地区医師会 東風の里 具志頭金物店 八重瀬町老人クラブ連合会
株式会社　ＫＴＡ(Ｋ'ｓ ＣＡＦＥ) 南部徳洲会病院 具志頭売店 結い保育園
(株)興洋電子 (有)日章技研 タイヤランド八重瀬 ＮＰＯ法人 かすみ草
(有)国場園材 鉢嶺総合仮設株式会社 ＴＹ自動車整備センター ＮＰＯ法人 じーなの会
(株)国場建機トップレンタル (有)パブリックコンサルタンツ デゼㇾト
東風平クリニック 光建設(株) 花の店おーきっど
こちんだ歯科クリニック (有)ひかり部品店 ひるぎ
東風平自動車修理工場 平仲建設 万人弁当
東風平第一医院 (有)フォースター 沖縄銀行八重瀬支店支店長

≪ 特別会員：１口１０，０００円 ≫

団体会員：１口５，０００円

戸別会員：１世帯５００円

賛助会員：１口１，０００円


