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　社協では、コロナウイルスが蔓延するなか「コロナに負けない！地域を応援」を掲げ業
務に取り組んでいます。
　そのような中、地域の方から「困っている家庭への支援に使ってください」と社協にご
寄付がありました。今回のご寄付を活用しお米を購入し、地域の民生委員児童委員を通し
配布しました。今後もコロナウイルスの感染予防に努めながら活動を行っていきたいと思
います。

民生委員児童委員とは・・・
☆地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
☆住民の求める生活支援を自ら行い、支援体制を作っていきます。
☆社会福祉の制度・サービス内容や情報を住民に的確に提供します。

社会奉仕の精神をもって地域福祉の向上に取り組むボランティアです。

～お米の配布をしました～
町民生委員児童委員の活動町民生委員児童委員の活動



与那原町社会福祉協議会会報令和3年11月1日 ●2第131号

　10 月 17 日（日）に、学生ボランティア団体ＶＯＮＳさん主催の
「第２回MUGムグフードプロジェクト in 与那原町」が行われました。
　今回もフレッシュな学生さん達の活躍やマリンプラザあがり浜さん
のご厚意・ご協力のもと、お天気にも恵まれて前回を大きく上回る数
の食品や日用品の寄贈、さらにはご寄付もありました。
　ご協力頂いた皆様ありがとうございました。これらは町内の食料支
援を必要としている方々や団体へお渡ししていきます。
なお、社協も常時フードドライブ事業をしておりますので、皆様の温
かいお気持ちのこもった食品や日用品の寄贈お待ちしております。

　永年民生委員・児童委員として地域の福祉向上のために努力されている方々に対し、その功績が認められ表彰さ
れました。

社協では、お中元・お歳暮の時期に「フードドライブ強化月間」として力
を入れています。毎年町役場職員の方々に協力をしていただいており今回
も沢山の食料品や物品をいただきました。約２００品以上の品数があり職
員一同感謝の気持ちでいっぱいです。今回のフードドライブは地域で困っ
ている方々にお渡ししたいと思います。
〇コロナ禍の中、仕事も不安定になり生活に困窮する世帯が増えています。
ご家庭で「たくさん貰って余っている」「賞味期限までに食べられそうにない」などご家庭でおすそ分けできる食
料品等があればご提供よろしくお願いします！
「もったいない」を「ありがとう」へ！

●諸見里　紀子　　●我如古　初江　　●石川　健一　　●新里　昇　　●仲村　和子

全国民生委員児童委員連合会会長表彰について全国民生委員児童委員連合会会長表彰について

永年１０年永年１０年

第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町

喜ばれる食料喜ばれる食料
〇お米　〇即席ラーメン　〇カップ麺　〇即席みそ汁、スープ　〇ふりかけ、お菓子　〇缶詰類

～フードドライブ役場職員贈呈式～～フードドライブ役場職員贈呈式～

（港区） （中島区） （森下区） （与原区） （上与那原区）

～今後も地域の為に頑張っていきます～

～あなたは一人じゃない【つながりをたやさない社会づくり】～

今年も皆様方の温かい善意をよろしくお願いします

赤い羽根共同募金が始まっております

　１０月１日より赤い羽根共同募金運動が始まっており
ます。
　コロナ禍で厳しい経済状況の中でのお願いとなります
が、「つながりをたやさない社会づくり」をテーマに今年
も引き続き皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
　共同募金運動の開始にあたり、ＰＲ活動として社協役
員・町民生委員児童委員協議会や町老人クラブ連合会、
町赤十字奉仕団など関係団体の皆様により街頭募金を
行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。

街頭募金風景

赤十字奉仕団出発式

　与那原町内の各老人クラブでは、毎年９月１５日～２１日までの「老人週間」「社会奉仕の日」に合
わせて地域の美化活動を行っています。今年は緊急事態宣言中でしたが、感染防止対策を十分とった
うえで、活動を行いました。
　９月１９日（日）、大見武老人クラブは１０名の会員さんで大見武集落センターの美化活動を行いま
した。グラウンドの草刈り、センター裏の落ち葉、木の伐採など普段はなかなかできない場所まで徹
底的に行いました。大見武は普段から畑作業をしている人が多く、「こういった作業には慣れている」
と笑いながら作業をしていました。
　同日、浜田老人クラブも浜田児童公園の美化活動を行いました。事前に掲示板での周知もあり、会
員さんだけでなく、区長さんをはじめ区民の方々も参加していただきました。まず初めに草刈りを行い、
雑草処理後にテッポウユリの球根（約１１０個）を植付けました。植付けしたテッポウユリは来年開
花予定だそうです。
　今回の浜田区の活動は１０月７日付の琉球新報に掲載されました。

与那原町老人クラブ連合会与那原町老人クラブ連合会
社会奉仕の日

与那原町の障がい者事業所紹介与那原町の障がい者事業所紹介

施設名：ワークセンター愛の園
住　所 ：与那原町字与那原 2943 番地
電　話：098-945-2357
F A X：098-945-1078

約 6 ヵ月の緊急事態宣言がやっと解除され、2021 年 10 月
4 日（月）からワークセンター愛の園内にあるリサイクル
ショップ「じょいまーる」の営業を再開しました。店内で
は古着、せともの、雑貨、手作り製品及び草花等を販売致
しております。
「じょいまーる」では、お客様とスタッフの安全安心を確保
するため、マスク、レジ前には飛沫防止のビニールの設置、
手指消毒等の感染拡大防止対策を徹底してまいります。
お客様にはご不便をおかけしますが、ご来場の際にはマス
クの装着をご協力いただきますようよろしくお願い致します。
ご来店お待ちしております。

～リサイクルショップ「じょいまーる」営業再開～
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　10 月 17 日（日）に、学生ボランティア団体ＶＯＮＳさん主催の
「第２回MUGムグフードプロジェクト in 与那原町」が行われました。
　今回もフレッシュな学生さん達の活躍やマリンプラザあがり浜さん
のご厚意・ご協力のもと、お天気にも恵まれて前回を大きく上回る数
の食品や日用品の寄贈、さらにはご寄付もありました。
　ご協力頂いた皆様ありがとうございました。これらは町内の食料支
援を必要としている方々や団体へお渡ししていきます。
なお、社協も常時フードドライブ事業をしておりますので、皆様の温
かいお気持ちのこもった食品や日用品の寄贈お待ちしております。

　永年民生委員・児童委員として地域の福祉向上のために努力されている方々に対し、その功績が認められ表彰さ
れました。

社協では、お中元・お歳暮の時期に「フードドライブ強化月間」として力
を入れています。毎年町役場職員の方々に協力をしていただいており今回
も沢山の食料品や物品をいただきました。約２００品以上の品数があり職
員一同感謝の気持ちでいっぱいです。今回のフードドライブは地域で困っ
ている方々にお渡ししたいと思います。
〇コロナ禍の中、仕事も不安定になり生活に困窮する世帯が増えています。
ご家庭で「たくさん貰って余っている」「賞味期限までに食べられそうにない」などご家庭でおすそ分けできる食
料品等があればご提供よろしくお願いします！
「もったいない」を「ありがとう」へ！

●諸見里　紀子　　●我如古　初江　　●石川　健一　　●新里　昇　　●仲村　和子

全国民生委員児童委員連合会会長表彰について全国民生委員児童委員連合会会長表彰について

永年１０年永年１０年

第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町第２回 MUG ムグフードプロジェクト in 与那原町

喜ばれる食料喜ばれる食料
〇お米　〇即席ラーメン　〇カップ麺　〇即席みそ汁、スープ　〇ふりかけ、お菓子　〇缶詰類

～フードドライブ役場職員贈呈式～～フードドライブ役場職員贈呈式～

（港区） （中島区） （森下区） （与原区） （上与那原区）

～今後も地域の為に頑張っていきます～

～あなたは一人じゃない【つながりをたやさない社会づくり】～

今年も皆様方の温かい善意をよろしくお願いします

赤い羽根共同募金が始まっております

　１０月１日より赤い羽根共同募金運動が始まっており
ます。
　コロナ禍で厳しい経済状況の中でのお願いとなります
が、「つながりをたやさない社会づくり」をテーマに今年
も引き続き皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
　共同募金運動の開始にあたり、ＰＲ活動として社協役
員・町民生委員児童委員協議会や町老人クラブ連合会、
町赤十字奉仕団など関係団体の皆様により街頭募金を
行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。

街頭募金風景

赤十字奉仕団出発式

　与那原町内の各老人クラブでは、毎年９月１５日～２１日までの「老人週間」「社会奉仕の日」に合
わせて地域の美化活動を行っています。今年は緊急事態宣言中でしたが、感染防止対策を十分とった
うえで、活動を行いました。
　９月１９日（日）、大見武老人クラブは１０名の会員さんで大見武集落センターの美化活動を行いま
した。グラウンドの草刈り、センター裏の落ち葉、木の伐採など普段はなかなかできない場所まで徹
底的に行いました。大見武は普段から畑作業をしている人が多く、「こういった作業には慣れている」
と笑いながら作業をしていました。
　同日、浜田老人クラブも浜田児童公園の美化活動を行いました。事前に掲示板での周知もあり、会
員さんだけでなく、区長さんをはじめ区民の方々も参加していただきました。まず初めに草刈りを行い、
雑草処理後にテッポウユリの球根（約１１０個）を植付けました。植付けしたテッポウユリは来年開
花予定だそうです。
　今回の浜田区の活動は１０月７日付の琉球新報に掲載されました。

与那原町老人クラブ連合会与那原町老人クラブ連合会
社会奉仕の日

与那原町の障がい者事業所紹介与那原町の障がい者事業所紹介

施設名：ワークセンター愛の園
住　所 ：与那原町字与那原 2943 番地
電　話：098-945-2357
F A X：098-945-1078

約 6 ヵ月の緊急事態宣言がやっと解除され、2021 年 10 月
4 日（月）からワークセンター愛の園内にあるリサイクル
ショップ「じょいまーる」の営業を再開しました。店内で
は古着、せともの、雑貨、手作り製品及び草花等を販売致
しております。
「じょいまーる」では、お客様とスタッフの安全安心を確保
するため、マスク、レジ前には飛沫防止のビニールの設置、
手指消毒等の感染拡大防止対策を徹底してまいります。
お客様にはご不便をおかけしますが、ご来場の際にはマス
クの装着をご協力いただきますようよろしくお願い致します。
ご来店お待ちしております。

～リサイクルショップ「じょいまーる」営業再開～
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新型コロナウイルスに感染された方への支援について
与那原町社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染し、

自宅療養されている方へ下記の支援を行っています。お困りの方はご相談ください。

与那原町内にお住まいで、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養されている世帯が対象となります。対象者

支  

援  

内  

容

1. 療養に必要な物資の無料提供

2. 買い物代行支援

＊提供する物資の内容は在庫状況によります。
＊食物アレルギー等の個別対応はできません。

＊購入される物品の費用は自己負担です。

まずは
「与那原町社会福祉協議会」

まで、連絡してね！

①電話でサービスの利用を申込みください。

③支援者が商品を購入し、ご自宅にお届します
　（玄関先での置き配達にご協力ください。）

④療養期間終了後、購入代金分の請求書が届きます。

⑤請求書により金融機関か現金、社協窓口にて
　お支払い頂きます。
　※支援者への手数料（利用料金）は無料です。
　※金融機関でのお支払いの場合は手数料が
　　かかります。

⑥知りえた個人情報を行政、社会福祉協議会が支
　援事業を行う範囲内で共有することにご同意い
　ただきます。

② ・物資の無料提供のみの方→支援者がお届けします
　・買い物代行を希望する方→商品を注文書で依頼
　　　　　　　　　　　　（TEL、FAX、メールなど）

サービス利用の流れ 買い物代行支援の注意事項

支援を受けるまでの流れ

●購入する商品は生活の維持に必要な食料品および　
日用品に限ります。
　　（例）食材、弁当、お惣菜、飲み物
　　　　  トイレットペーパー、歯磨き粉、洗剤など
　※嗜好品（たばこ、酒）や生もの（肉、魚）は除く。

●購入希望の商品、購入先の店舗等については希望に
　沿えない場合があります。

●購入商品の返品はいたしません。

1. 支援が必要な方は下記のいずれかの方法で与那原町
　  社会福祉協議会までご連絡ください（来所はご遠慮
　  くださいますようお願いします。）

　 TEL945-3016　FAX946-7970
　 E-mail　yo-shakyo@leaf.ocn.ne.jp
　 ホームページ
　 http://yonabarushakyo.com/

2. 聞き取りを行い、必要な支援内容を検討し、決定後
　 支援を行います。
　＊物品の受け渡し方法、買い物代行の方法は相談の上、
　　決定しますが、対面でのお渡しではありません。

　コロナ禍で不安に感じていることやお困りごとは何ですか。よければ
社協の相談窓口に話してみませんか。まずは一度お問い合わせください。

必要な方に生理用品を
お渡ししています

お問い合わせ・申し込み 与那原町社会福祉協議会　☎945-3016　＊月～金（土日・祝日を除く）

シルバー生き活きライフサポート事業　活動再開のお知らせシルバー生き活きライフサポート事業　活動再開のお知らせ
（有償ボランティア）

ふれあいサロンだよりふれあいサロンだより
与那原町与那原町 与那原町役場　福祉課　　９４５－１５２５

与那原町社会福祉協議会　９４５－３０１６
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

今月のおすすめ

間隔をあけて

ご利用ください

◎ 毎週 火曜日 11:００～１１：４５

ちゃーがんじゅう体操

◎ 第１ 火曜日 １４：００～１５：００

脳活デー

◎ 第２・４火曜日 １４：００～１５：００

保健師相談日

※カラオケ・イベント等は今後の

感染状況を見ての再開となります。

♪皆様のお越しをお待ちしております♪

貝細工「シーサーストラップ」

準備してます♪

手工芸材料の他,

囲碁も準備しています。
※入室人数制限があります。

～まずはお問い合わせください～楽しく体操

ご利用の際は、

検温、消毒

マスク着用
お願いします。

パーツが細かいので,

メガネを忘れずに！！

ふれあいサロン内への

飲食物の持ち込みは

当面の間禁止
とさせて頂きます。

こまめに水分補給ができますよう

水筒の持参をお勧めします。

ご協力お願い致します。

主な活動内容主な活動内容

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、シルバー生き活きライフサポート
事業につきまして、おまかせ会員並びにおねがい会員の健康・安全面を第一に考慮し、事業を中止
とさせていただいておりましたが、１０月より活動を再開しております。
　草刈りやお部屋のお掃除などにお困りの方、その他ちょっとしたお困り事がある方、ご連絡くだ
さい。また、【おまかせ会員】、【おねがい会員】も募集しております。興味のある方はお気軽にご連
絡ください。

おまかせ会員とは・・・町内に在住するおおむね６５歳以上の方でボランティア活動と福祉活動に
　　　　　　　　　　　関心・賛同できる方を募集しています！地域の困りごとに手助けしながら
　　　　　　　　　　　生き活きとした生活を送りませんか？
おねがい会員とは・・・町内に在住する方で、年齢は問いません。依頼場所も町内に限りますが、　
　　　　　　　　　　　小さいものから大きなものまでお困りごとがあれば気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　対応できるものはすべて請け負います！

庭木の手入れ、草刈り、買い物同行・通院同行、部屋の清掃、粗大ごみの処分、お墓の清掃、
植木の手入れ、など

1人当たり、１時間６００円。（最大３時間）
＊ゴミ出しについては、１回２００円
お問い合わせお待ちしております。
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新型コロナウイルスに感染された方への支援について
与那原町社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染し、

自宅療養されている方へ下記の支援を行っています。お困りの方はご相談ください。

与那原町内にお住まいで、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養されている世帯が対象となります。対象者

支  

援  

内  

容

1. 療養に必要な物資の無料提供

2. 買い物代行支援

＊提供する物資の内容は在庫状況によります。
＊食物アレルギー等の個別対応はできません。

＊購入される物品の費用は自己負担です。

まずは
「与那原町社会福祉協議会」

まで、連絡してね！

①電話でサービスの利用を申込みください。

③支援者が商品を購入し、ご自宅にお届します
　（玄関先での置き配達にご協力ください。）

④療養期間終了後、購入代金分の請求書が届きます。

⑤請求書により金融機関か現金、社協窓口にて
　お支払い頂きます。
　※支援者への手数料（利用料金）は無料です。
　※金融機関でのお支払いの場合は手数料が
　　かかります。

⑥知りえた個人情報を行政、社会福祉協議会が支
　援事業を行う範囲内で共有することにご同意い
　ただきます。

② ・物資の無料提供のみの方→支援者がお届けします
　・買い物代行を希望する方→商品を注文書で依頼
　　　　　　　　　　　　（TEL、FAX、メールなど）

サービス利用の流れ 買い物代行支援の注意事項

支援を受けるまでの流れ

●購入する商品は生活の維持に必要な食料品および　
日用品に限ります。
　　（例）食材、弁当、お惣菜、飲み物
　　　　  トイレットペーパー、歯磨き粉、洗剤など
　※嗜好品（たばこ、酒）や生もの（肉、魚）は除く。

●購入希望の商品、購入先の店舗等については希望に
　沿えない場合があります。

●購入商品の返品はいたしません。

1. 支援が必要な方は下記のいずれかの方法で与那原町
　  社会福祉協議会までご連絡ください（来所はご遠慮
　  くださいますようお願いします。）

　 TEL945-3016　FAX946-7970
　 E-mail　yo-shakyo@leaf.ocn.ne.jp
　 ホームページ
　 http://yonabarushakyo.com/

2. 聞き取りを行い、必要な支援内容を検討し、決定後
　 支援を行います。
　＊物品の受け渡し方法、買い物代行の方法は相談の上、
　　決定しますが、対面でのお渡しではありません。

　コロナ禍で不安に感じていることやお困りごとは何ですか。よければ
社協の相談窓口に話してみませんか。まずは一度お問い合わせください。

必要な方に生理用品を
お渡ししています

お問い合わせ・申し込み 与那原町社会福祉協議会　☎945-3016　＊月～金（土日・祝日を除く）

シルバー生き活きライフサポート事業　活動再開のお知らせシルバー生き活きライフサポート事業　活動再開のお知らせ
（有償ボランティア）

ふれあいサロンだよりふれあいサロンだより
与那原町与那原町 与那原町役場　福祉課　　９４５－１５２５

与那原町社会福祉協議会　９４５－３０１６
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

今月のおすすめ

間隔をあけて

ご利用ください

◎ 毎週 火曜日 11:００～１１：４５

ちゃーがんじゅう体操

◎ 第１ 火曜日 １４：００～１５：００

脳活デー

◎ 第２・４火曜日 １４：００～１５：００

保健師相談日

※カラオケ・イベント等は今後の

感染状況を見ての再開となります。

♪皆様のお越しをお待ちしております♪

貝細工「シーサーストラップ」

準備してます♪

手工芸材料の他,

囲碁も準備しています。
※入室人数制限があります。

～まずはお問い合わせください～楽しく体操

ご利用の際は、

検温、消毒

マスク着用
お願いします。

パーツが細かいので,

メガネを忘れずに！！

ふれあいサロン内への

飲食物の持ち込みは

当面の間禁止
とさせて頂きます。

こまめに水分補給ができますよう

水筒の持参をお勧めします。

ご協力お願い致します。

主な活動内容主な活動内容

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、シルバー生き活きライフサポート
事業につきまして、おまかせ会員並びにおねがい会員の健康・安全面を第一に考慮し、事業を中止
とさせていただいておりましたが、１０月より活動を再開しております。
　草刈りやお部屋のお掃除などにお困りの方、その他ちょっとしたお困り事がある方、ご連絡くだ
さい。また、【おまかせ会員】、【おねがい会員】も募集しております。興味のある方はお気軽にご連
絡ください。

おまかせ会員とは・・・町内に在住するおおむね６５歳以上の方でボランティア活動と福祉活動に
　　　　　　　　　　　関心・賛同できる方を募集しています！地域の困りごとに手助けしながら
　　　　　　　　　　　生き活きとした生活を送りませんか？
おねがい会員とは・・・町内に在住する方で、年齢は問いません。依頼場所も町内に限りますが、　
　　　　　　　　　　　小さいものから大きなものまでお困りごとがあれば気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　対応できるものはすべて請け負います！

庭木の手入れ、草刈り、買い物同行・通院同行、部屋の清掃、粗大ごみの処分、お墓の清掃、
植木の手入れ、など

1人当たり、１時間６００円。（最大３時間）
＊ゴミ出しについては、１回２００円
お問い合わせお待ちしております。



与那原町社会福祉協議会会報令和3年11月1日 ●6第131号

住所・区名氏　名 故人名 金　額

１００,０００円中島上　原　スミ子　様 弟：上原　謙　様

◎香典返し
ご逝去された方々のご冥福を謹んでお祈りいたしますとともにご遺族様のご厚情に対しまして心より感謝申しあげます

◎一般寄付金
みなさまからの善意のご寄付に対しまして厚くお礼申しあげます

ご寄付ありがとうございました

 令和 3 年 8 月 16 日～令和 3 年 10 月 19 日受付分

説　明 金　額氏　名

山　田　　　恵　様 東浜 １００,０００円社会福祉事業のため

（株）高里エンジニアリング　様 与原 １００,０００円社会福祉事業のため

名なし会　様 ５０,０００円社会福祉事業のため

　新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対
象として、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。
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月末へ延長

のご案内

 資金の種類と貸付額、対象経費について  
資金種類 貸付限度額

高等学校（専修学校の高等課程を含む）
毎年必要となる費用が対象です。

入学時のみ必要となる費用が対象です。

月 以内52,500円
高等専門学校・専修学校（専門課程）・短期大学

月 以内90,000円
大　学 月 以内97,500円

以内500,000円

対象経費

教
育
支
援
資
金

支
援
費

教

　　育

支
度
費

就

　　学

授業料、施設設備費、教材費、
体育会費、実習費、テキスト・
ユニフォーム代、後援会費、
通学交通費　など

入学金、校友会費、学生保険料、航空費、船賃、引越し費用、
敷金・礼金、家財道具購入費　など

生活福祉資金 教育支援金生活福祉資金 教育支援金
　教育支援資金とは、就学に際し必要な費用を貸付するものです。

対象世帯：低所得世帯（生活保護世帯を含む）
　　　　　●世帯の所得が一定の所得以下（生活保護法に基づく生活保護基準額の 1.75 倍以下）の世帯
　　　　　　で、必要な資金について他から融資を受けることができない世帯。
対象学校：高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学
貸付利子：無利子
民生委員・児童委員による援助活動
　　　　　●申込から返済が完了するまで、地域を担当する民生委員・児童委員が援助活動
　　　　　　（相談等のサポート）を行います。

●教育支援資金は、日本学生支援機構の給付型奨学金や無利子奨学金、沖縄県国際交流・人材育成財団の高
校育英貸与　奨学金などの奨学金制度、または沖縄振興開発金融公庫の教育ローンが利用できずにお困りの
世帯を対象としていますので、それらの奨学金制度等が利用できる場合は貸付できません。
　ただし、奨学金制度を利用される方でも以下の場合はご相談ください。
　①奨学金の支給開始までの期間に支払いが必要な場合
　②無利子奨学金の借入のみだと学費の支払いに不足が生じる場合

ただし、他の制度が利用できる場合はそちらを優先していただきます‼（他法優先）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や失業により、
生活資金でお悩みの皆さまへ

となりました。

住所・区名


