
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆会員の種類と会費（年額） 

・戸別会員（各世帯） 300 円  

・賛助会員（個人） 1,000 円 

・施設団体会員（社会福祉施設・団体など）5,000 円 

・特別会員（企業、団体・個人など）5,000 円  

 

◆会員会費によって支えられている事業をご紹介します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協の事業をご理解いただき会
費や寄付金による財政的な支援を
して下さる方のことです（会員に
なることで地域福祉活動にご協力
いただいていることになります） 

会員って何？ 
 

 

 強制ではありません。 
 加入はあくまでも任意となりま
すが、皆さまのご支援・ご協力を
お願いいたします。 

会員加入は強制ですか？ 
 

 

 会員という名称は誤解されやす
いですが、一般的なクラブ会員や
団体会員とは異なり、何かをしな
ければならないということはあり
ません。 

会員は何をやるの？ 

 社協の財源は、住民の皆さま及び団体や事業所・企業の皆さまなどからの寄附金、共同募金の配分

金、市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、地域福祉

を推進するための財源として有効に活用させていただいております。 

 多くの皆さまに各種事業やボランティア活動等に参加していただくことを目指していますが、直接

の参加が難しくても会員になることで、地域福祉を支える大きな力となります。 

 社会福祉協議会では、地域住民のみなさまが社協活動に参加する意思表明として「会員制度」による運

営を行っています。市民の皆さまからご協力いただいた会費を、地域福祉向上のための大切な財源として

活用させていただいております。 

 今年度も多くの方に活動の趣旨をご理解いただきまして、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

令和元年度、皆さまからお寄せい

ただいた会費総額は 

２，４８７，０００円です 

ご協力ありがとうございました。 

 
 

 

 

    
 

〒901-0362 糸満市字真栄里 857 番地 
TEL 098-994-0563/FAX 098-994-0562 

社協 HP：http://www.itoman-shakyo.org/ 

E メール：itoshakyo@itoman-shakyo.org 

≪ボランティアセンター事業≫ 

福祉教育の推進、活動のコーディネー

ト、団体支援など 

≪地域支え合いネットワークづくり≫ 

地域福祉懇談会の実施、地域見守り隊

事業の取り組みなど 

≪法外援護事業≫ 

困窮している方々への食料支援ほか、

制度では対応できない支援など 

今年も 
皆さまのご協力を 

よろしくお願いします 

http://www.itoman-shakyo.org/
mailto:itoshakyo@itoman-shakyo.org


 

 
 
（有）ドリーム印刷 糸満市建設業協会 糸満市商工会 

有限会社金城印刷 糸満白銀ライオンズクラブ 糸満市電管事業協同組合 

沖縄県農業協同組合糸満支店 糸満漁業協同組合 糸満燃料株式会社 

ときわ交通合資会社 ラッキー交通合名会社 糸満タクシー株式会社 

生活協同組合コープおきなわ 株式会社ひめゆり会館 光建設株式会社 

合同会社ライフ自動車 玉城満（2 口） 上原健市 

徳元孝進   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

糸満市第 1 民生委員児童委員協議会 糸満市第 2 民生委員児童委員協議会 糸満市第 3 民生委員児童委員協議会 

糸満市老人クラブ連合会 糸満市母子寡婦福祉会 糸満市身体障害者協会 

糸満市手をつなぐ育成会 介護生活を考える「あだんの会糸満」 糸満シルバー人材センター 

社会福祉法人愛の園福祉会 いとまんｼｬﾄｰ  社会福祉法人沖縄偕生会 沖縄偕生園 医療法人白寿会 白寿園 

医療法人以和貴会 サクラビア 社会福祉法人以和貴会 ソフィア 社会福祉法人青葉会 青葉園 

社会福祉法人志紋福祉会 みなみの里 社会福祉法人 袋中園 社会福祉法人たまん福祉会 

ドリームサポートたんぽぽ ワークサポートひかり 障がい者支援センターぴゅあ 

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 ひまわりﾌｧｸﾄﾘｰ Bon・Bon 多機能型事業所すぺーす 

グループホームかねぐすく グループホームひめゆり 社会福祉法人千寿会 

社会福祉法人心の会 居宅介護センター珊瑚 株式会社いちまん会 

東西デイサービスセンター 指定児童デイサービスひまわり NPO 法人子育て応援隊いっぽ 

子育て広場ぽかぽか こひつじ福祉会 こひつじこども園 大潮福祉会 ときわ保育園 

南山福祉会 みなみ保育園 大成福祉会 みつる保育園 糸波福祉会 さわやか保育園 

糸浜福祉会 浜川こども園 真功福祉会 西川保育園 はなかご福祉会 はなかご保育園 

大地の子福祉会 大地の子こども園 ちくば福祉会 ちくば認定こども園 松の木福祉会 まつの木保育園 

光和福祉会新島保育園 若潮会 しおひら保育園 すぎの子福祉会 すぎの子保育園 

花ゆり福祉会 ゆりかご保育園 くわの実福祉会 くわのみ保育園 りんご会 りんごの木保育園 

津山学園 津山幼稚園 勝連病院 南部病院 

糸満晴明病院 南山病院 だいこんの花 

ノアーズガーデン 沖縄県身体障害者福祉協会 糸満市ボランティア団体連絡協議会 

医療法人自灯明会 南部整形外科 社会福祉法人わかめ福祉会 米須こども園  糸満協同診療所 

南区 52,800 前端区 64,800 新川区 59,100 

新島区 52,800 新屋敷区 108,000 上之平区 33,000 

西区 39,000 町端区 56,400 第 1 市営住宅 3,000 

西川町 78,600 西崎 1 丁目 30,000 西崎 2 丁目 55,500 

西崎団地 21,500 西崎町 3 丁目西 22,800 西崎ニュータウン 45,000 

西崎第 2 団地 20,000 航空局糸満宿舎 5,600 糸満工業団地 5,000 

照屋 43,500 兼城 15,200 大川区 57,600 

兼城ハイツ 45,700 浜川原 15,000 賀数 40,000 

賀数団地 3,000 賀数宿舎 3,000 北波平 18,000 

武富 45,300 武富ハイツ 37,500 阿波根 15,000 

阿波根西原 10,000 パークタウン阿波根 20,000 阿波根宿舎 39,000 

雇用促進住宅 9,000 潮平 30,000 潮平西原 15,700 

潮平高層住宅（ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｳｽ阿波根）  10,000 豊原 19,200 与座 52,500 

大里 57,300 大里市営住宅 3,000 桃原ニュータウン 5,000 

高嶺団地 3,000 国吉 18,000 真栄里 45,300 

ガタ原 34,900 真栄里団地 10,000 真壁 64,200 

宇江城 9,300 真栄平 32,300 新垣 20,100 

伊敷 6,300 名城 33,100 小波蔵 18,000 

糸洲 16,200 南波平 20,100 喜屋武 77,700 

束辺名 3,600 福地 12,200 山城 9,000 

伊原 11,100 米須 71,400 米須団地 5,000 

大度 19,800 さつきの城 15,000 摩文仁 15,000 

糸満市第 1 民児協（26 名） 糸満市第 2 民児協（26 名） 糸満市第 3 民児協（26 名） 

糸満市社協職員（45 名） 糸満市社協理事・監事（6 名） 糸満市社協評議員（9 名） 

個人（1 名）   

社協活動を支えてくださる会員のみなさま（令和元年度実績） ※敬称略 

≪施設団体会費：１口 ５，０００円≫ 

≪特別会費：１口 ５，０００円≫     令和元年度実績額・・100,000 円 

 令和元年度実績額・・315,000 円 

令和元年度実績額・・1,933,000 円 ≪戸別会費：３００円≫ 

令和元年度 合計実績額 ２，４８７，０００円 

≪賛助会費：１，０００円≫ 令和元年度実績額・・139,000 円 


