
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支え合い協力店一覧 
地域のお店を応援しよう！ 

令和 4 年６月８日現在 １３１店舗 

 

地域の人のちょっとした困りごと 

足が痛くて買い物に 
行けないなあ 

 

地域おたすけ隊 

支え合い活動内容例 

■買い物代行  ■家具の移動や模様替え 

■外出の付添  ■ゴミの梱包やゴミ捨て 

■草むしりや庭の簡単な手入れ  

■かんたんな保育 等 

活動の依頼・登録 

地域支え合い協力店 

地域支え合い協力店って何？ 

ちょっとした困りごとを地域の人同士、お互いさまの気持ちを行動で広げるまちづくり活動の仕組みの中に

「地域商品券」があります。その商品券を使って買い物ができるお店が「地域支え合い協力店」です。 

 

 

 

 

 

 

最近、ごみを 
出すのが大変 

 

 

30 分 300 円でお手伝い 
 

活動した時間 
30 分 200 円分の 
地域商品券 
 

お買い物 
 ちなみに・・・地域おたすけ隊協力会員になるには！ 

現在、地域おたすけ隊は「武蔵台」「日高団地」「たかね」 

「原宿」の５隊あり、ちょっとした困りごとをお互いさまで活動 

しています。まずは、日高市社会福祉協議会へご相談ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

社会福祉法人日高市社会福祉協議会 

〒350-1235 日高市大字楡木 201 番地 総合福祉センター「高麗の郷」内 

TEL 042-985-9100 FAX 042-985-1411 

ホームページ https://www.hidakashi-shakyo.or.jp/ 

私たちが、 
お手伝いします！ 

https://3.bp.blogspot.com/-98qrJUMzmvc/VD3SKBvBqwI/AAAAAAAAoPM/vwDzjO1-gjQ/s800/koshi_magari_obaasan.png


 

 

ギャラリー喫茶 カフェ・リモン 
横手 1-17―2 
      ９７８－５３５３ 
福島尚さんの鉄道画を常設展示。 
エクアドル産コーヒーを楽しんで。 

日高の奥座敷 関口屋 
横手 430-４ 
      ０９０－８００５－０８０３高
麗鍋うどんがおすすめです。（限定 10
食） 

Cafe Hachisu 
横手 446-1 
      ９８０－１０３８ 
時間をかけて丁寧に、心を込めて作って
います。 

みやがわ薬品高麗店 
武蔵台１-２-1 
      ９８２－３６９７ 
高麗駅前で日用品、化粧品、一般医
薬品を販売しております。 

寿 イガラシコーポレーション 
武蔵台 1-23-7 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 
      ９８２－２７２３ 
昔ながらのコシのあるお団子の製造・販
売をしております。 

朝採れファーム 高麗郷 
武蔵台 1-23-8 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 
      ９７８－６３７３ 
地元の新鮮野菜を中心に食品を取り
扱っています。 

美容室・理容室 マ・ドール 
武蔵台１-23-11 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 
      ９８２－０３０２ 
送迎出張承ります。シルバーカット
1,000 円 off。タイ式マッサージ。 

カフェ高麗ブルーベリーファーム 
武蔵台 1-23-17 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 
      ９１１―９３９５ 
自家製酵素玄米ご飯 1P300 円と酵
素玄米カレーセット 600 円。 

篠﨑米穀店 
武蔵台１-23-18 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 
      ９８２－２２０３ 
17 種類の美味しいお米を地域厳選仕
入れ、店頭精米にて販売中！ 

(有)むつみや食品（高麗豆腐） 
台 122-1 
      ９８２－３４５０ざる豆腐、みそ
漬け豆腐、週末限定 青豆と黒豆を使
った 4 色湯葉。 

手打うどん しょうへい 
台 191-5 
      ９８２－００７１ 
お持ち帰りパックうどんの他 定食・丼物
のテイクアウトも承ります。 

（株）横手人形 
久保 51 
      ９８２－１０７１ 
破魔弓・ひな人形の製造。ｼｮｰﾙｰﾑでは
11 月～4 月の間、販売も実施。 

有限会社 広栄自動車 
久保 109-１ 
      ９８２－１０８６ 
お気軽にお越しください。 
 

花小屋 

高岡 291-1 

      ９８４－２８８７ 
花苗・めだかのお店です。 
 

ふわふわベーカリーカフェ 
梅原 48₋6 
      ９８５－１０００ 

国産小麦を使用した、ふんわりおいしい

パンをどうぞ！ 

Roasting＆Cafe Sorte 
梅原 64-8 
      ９７８－７１８０ 
丁寧に焙煎した豆を使用したコーヒー。
焼き菓子・雑貨を提供しております。 

セブンイレブン日高高麗本郷店 
高麗本郷 191-5 
      ９８２－０１４０ 
当店は巾着田の前にあります。 
近くに来た際にはぜひお越しください！ 

ももヒーリングオフィス 
高麗本郷 273－4 
      ９８１－７８７２ 
女性専門鍼灸院です。完全プライベー
ト空間で安心です。 

(有)なかや商店 
栗坪 5-9 
      ９８９－１５８３ 
自然の恵「巾着田はちみつ」ﾌﾛｰﾗﾙな香
りとｸﾘｰﾝ苦みの味わい高麗ビール。 

リラクゼーション 和香 
栗坪 22-7 
      ０９０―２１５３―０４２２ 
心も体も 軽やかに 
優しい施術でゆるめます。 

中華そば専門とんちぼ 
栗坪 26-46 
      ０９０－６３０４－１０１８  
鶏・豚・煮干しの調和したスープ・麺・ト
ッピングすべて手作りのラーメン。 

和食処 芳月 
栗坪 42-1 
      ９８０－５９５７ 
芳月弁当（1000 円）やミニ会席
（1600 円）がおすすめです。 

かわせみ 
栗坪 120-1 
      ９８５－５３５４ 
良質の材料にこだわったクッキーを真心
込めて作っています。 

ビューティサロンみかど 
栗坪 209 
      ９８９－２０９６ 
地域の方々、御来店のお客様に支えら
れ美容業を 40 数年営んでおります。 

第４かわせみ わくわく村 
栗坪 234 
      ９７８－６５８７ 
おいしいお食事と仲間達が、皆様をおも
てなしします。 

かみか美容室 
栗坪 259－５ 
      ９８４－４８７７ 

当店の「天然ハーブカラー」は、髪や頭

皮にも優しく染められます。 

うれしいもの屋 
栗坪 264-２ 
      ９８６－１７２３ 
オーガニックショップ＆カフェ 自然食品、
有機野菜、ハーブティー。 

豆腐厨房 
楡木９－３ 
      ９８６－１８７７ 
豆腐・惣菜・豆乳スイーツ等、店内で製
造し、販売しております。 

アートカフェ ジョイナス 
楡木 169-1 
      ９８５－８６０８ 
絵をご覧になりながら８時間かけて抽出し
た水出しｱｲｽｺｰﾋｰ等お召し上りください。 

たすけあい日高 
楡木 199－2 
      ９８９－１５７５ 
主として介護保険適用外の部分の相
談に応じています。 

マルシェ 
楡木 201（高麗の郷内） 
      ９８５－５３５４（かわせみ） 
障がい者施設の製品販売。手作りパ
ン、クッキー、野菜、お花、弁当他。 

こまのさと作業所 
楡木 201 
      ９８５―６７７８ 
ｴｺﾎﾟｯﾄ、廃油せっけん、手作りﾏｽｸ 
「高麗の郷」ﾛﾋﾞｰに商品ケースあり。 

高麗地域 

店舗・事業所名称 
住所 
      電話 
お店からのメッセージ 



 

 

JA いるま野日高中央直売所 
猿田 77－１ 
      ９８９－９１６１ 
採れたて新鮮野菜や切り花が揃ってい
ます。お待ちしています。 

いるまや仏壇の高麗（こうらい） 
猿田 114-8 
      ９８５－４５２５ 
贈答用お線香、各種ございます。発送
も承ります。 

新富寿司 
下鹿山 304-5 
      ９８５－４５３１ 
にぎり寿司￥850～ テイクアウトも承
ります。 

北珍 
下鹿山 438 
      ９８５－１４３２ 
自家製ちぢれ麵・ワンタン・餃子も手作
りです。 

日高都市ガス株式会社 
下鹿山 473 
      ９８９－４０４１ 
暮らしの困ったを解決!!住まいと暮らし
のサービスはすべておまかせください。 

ヘアーサロンポパイ 
下鹿山 491₋7 
      ９８５－２９６０ 
お客様に感謝の気持ちを忘れずに仕
事をしています。 

ユウユー 
下鹿山 492₋2 
      ９８９－５４１８たばこ、酒、飲
料、米、煎茶、パン、菓子、アイス、切
手他取り扱っています。 

健康クリーニングふくしま 
下鹿山 527 
      ９８９－４６８３ 
お楽しみサービスカードあり。（300 円
毎にスタンプ 1 個押します） 

たかねサロン 
下鹿山 527 
      ０９０－３３３０－０４９４ 
おいしい狭山茶あります。 
 

ビューティーゆか 
下鹿山 527 
      ９８５－４６２６ 
バリアフリーのお店です。 
 

鳥佑（とりすけ） 
下鹿山 527 
      ０９０－５８００－８９８３ 
手刺しの焼き鳥をお楽しみください‼ 
大人気うずらプリンもございます。 

らぁめん孔 
下鹿山 527 
      ９８０₋５１５５ 
出前、テイクアウトもできます。 
（出前・高根地区） 

福和打 
鹿山 47₋2 
      ９８９－０９６９ 
もりそば・うどんをはじめ、鉄火丼・チキン
丼・天ぷら・カレー等ご賞味ください！ 

（株）すみや電気日高支店 
鹿山 283₋5 
      ９８９－１１６６ 
家電で困ったら当店はトンデ行きます。 
 

そば茶房 遊蕎 
鹿山 303₋8 
      ９８５－００６８ 
手打ち蕎麦と季節の野菜天ぷらや天
使の海老天ぷらがおすすめです。 

Café バロン 
鹿山 370 
      ９８９－０８０８ 
夏は水出しコーヒー、冷やし中華、秋は
野菜たっぷり焼きそばが自慢です! 

健康クリーニングふくしま日高店 
鹿山 434₋3 
      ９８５－８５６０ 
自社工場でお客様のニーズに応え、健
康でクリーンな生活をサポートします。 

サイクルセンターしみず 
鹿山 527₋1 
      ９８９－１８６２ 
 
 

株式会社 酒商増田屋日高店 
鹿山 569₋1 
      ９８５－８８４４ 
焼酎の量り売りが目玉！あなたにピッタ
リの焼酎探しませんか？ 

割烹・寿司よしざわや 
鹿山 572₋1 
      ９８９－００４１ 
創業昭和９年 老舗の味をご自宅で
…。テイクアウトも出来ます。 

(有)こみね動物病院 
鹿山 664₋5 
      ９８４－１７１２ 
動物たちの幸せな毎日を願い、診療に
あたらせて頂いております。 

林洋品店 
中鹿山 471₋18 
      ９８９－４６８４ 
お客様 笑顔で迎える 小さなお店。 
 

アート美容室 
中鹿山 471₋18 
      ９８９－８５２８ 
リーズナブルでアットホームな癒やしの 
空間。 

木橋無線電機サービス 
四本木 2₋1₋15 
      ９８９－００８５ 
家電商品は主にパナソニックを取り扱っ
ています。 

むさしや 
南平沢 613 
      ９８９－０１０７ 
早朝や夜など営業時間外の販売も可
能です。お問合せください。 

コジマヤ（ファッションライフ） 
南平沢 623 
      ９８９－０１８６ 
ファッション衣料・洋品雑貨をお手軽価
格で毎週品揃え！ 

ふぉとらんどアサノ 
南平沢 958 
      ９８９－３４４８ 
キラキラ笑顔 心こめてお撮りします。各
種記念写真、証明写真。 

まめカフェ 
南平沢 1055-1 
      ９８０－７２５５ 
あったか雰囲気のログハウス♪ 
日高市役所の裏、駐車場完備。 

(有)栗こま娘本舗亀屋 
原宿 45-1 
      ９８９－０１２９ 
「笑顔のお店」 家族が笑顔になれるイ
ベントを開催しています！ 

(株)清水商会（ガソリンスタンド） 
原宿 43 
      ９８９－０３７１ 
地域に支えられて 63 年！ありがとうご
ざいます。 

お食事くろちゃん 
原宿 109-2 
      ９８９－１６５３ 
出前いたします。 
 

(有)山岸屋商店 
原宿 152-4 
      ９８９－００１３ 
お酒全般取り揃えております。配達無
料ぜひご利用ください。 

第２かわせみ 
原宿 174-29 
      ９８５－８６６８ 
仲間のつくったクッキーと石けんとＥＭぼ
かしを販売しています。 

高麗川地域 



パナハートオオコシ 
原宿 275-20 
      ９８５－０８３７ 
お家のことならなんでもおまかせ！お気
軽にご相談ください！ 

Lea∼Makana 
原宿 354-11 
      ０８０―１３００－３０９１ 
気分だけでもHawaiiを感じて欲しいハ
ワイ料理のお店です。 

千成産業株式会社 
原宿 753-1 
      ９８９－６９５５ 
自社製の有機肥料、腐葉土など。グリ
ーンアドバイザーがいます。 

カフェビスケット 
高麗川 1₋1₋15 
      ９７８－８１５５ 
ランチとケーキとハーブとコーヒーの店。
紅茶も各種ございます。 

ヘアーサロンタキモト 
高麗川 1-1-19 
      ９８９－０１２５ 
ヘアメニュー、女性お顔そり等アットホー
ムに営業してます！ 

よもぎ蒸し屋 Arte ～アルテ～ 
高麗川 1₋1₋27₋201 
      ０９０－７７３０－５９３３ 
もみほぐし、足つぼ等のﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛ
ﾝ。よもぎ蒸しとｵｲﾙﾒﾆｭｰは女性限定。 

加藤洋品店 
高麗川 1-1-31 
      ９８９－００４２ 
オリジナルプリントシャツ等チームオーダー
承ります。 

ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｒｅａｆ 
高麗川 1₋4₋22 
      ９８５－９８５８ 
お客様一人一人に丁寧な仕事を心が
けています。 

向日葵 
高麗川 1-6-38 
      ９８５－６４５１ 
店長自ら解体した牛豚鳥新鮮な肉。
沖縄の野菜チャンプルおすすめです。 

関口金物建材（株） 
高麗川 1₋12₋2 
      ９８９－１５５５ 
プロの方から一般の方まで対応の建設
業関連の商品を取扱っております。 

妻家房 
高麗川 2₋1₋15 
      ９７８－８１８８ 
韓国の家庭の味を提供するレストラン
韓国の食料品キムチ販売。 

居酒屋 食彩房はし本 
高麗川 2₋2₋7 
      ９８９－０１８７ 
からあげ弁当・上まぐろ丼・海鮮丼・たっ
ぷりいくら丼が好評です。 

松竹 
高麗川 2₋8₋3 
      ９８９－０５９７ 
テイクアウトはじめました。ご慶事ご法事
等 3,000 円～他お弁当 要予約。 

日本料理 あさひ 
高麗川 2₋13₋13 
      ９８９－０１０３ 
落ちついた情緒あふれる贅沢な空間の
中で、昼限定ミニ会席 あさひ御膳。 

小僧寿し 高麗川店 
高麗川 2₋28₋10 
      ９８５－４７９１ 
・平日限定 海鮮どんぶり 540 円 
・からあげ弁当 313 円～ 

Family Cut Place スマイル 
高麗川 2₋28₋10 
      ９８５－２６８９ 
小さなお子様からおじいちゃんおばあち
ゃんまでお気軽にどうぞ。 

つり大陸 
高麗川 3₋6₋14 
      ９８９－４１２５ 
雨でも晴れでも手ぶらで釣りを楽しみま
せんか。 

関口電気 
高麗川 3₋10₋10 
      ９８９－４８５８ 
お家のお困り事、お気軽に御相談くださ
い!! 

中華ハウスみのる 
高麗川 3-10-17 
      ９８５－２５２５ 
ラーメン各種と定食です。 
 

長澤酒造(株） 
北平沢 335 
      ９８９－０００７ 
お酒以外にも甘酒アイスや高麗神社
（ジンジャ）エールもあります。 

和食処 味彩 
北平沢 636 
      ０９０－４９３０－４３４３ 
まぐろかま定食がおすすめランチ。夜は
飲んだ後のしじみラーメンがおすすめ。 

有限会社 吉野屋商店 
北平沢 722 
      ９８９－００２０ 
岡山産「酒蔵の甘酒」大人気販売中
‼ 

（株）サンドラ 
田波目 471₋1 
      ９８５－４９００ 
植物性乳酸発酵食品キムチで免疫力
強化！コロナに打ち勝とう‼ 

百日紅 
田波目 575₋4 
      ９８５－５５８８ 
蕎麦だけのお店です。季節限定メニュ
ーが充実してます。 

弓削多醤油（株）醤遊王国 
田波目 804₋1 
      ９８５－８０１１ 
醤油について遊んで学べる醤油王国で
さらに醤油に親しみましょう！ 

 

地粉うどん たかしな 
旭ヶ丘 105₋2 

      ９８５－９３８９ 
温かいあんかけ武蔵野肉汁うどんがで
きました ぜひどうぞ。 

カフェ倫。 
旭ヶ丘 179 
      ０９０―７８３４―３９４４ 
隠れ家な店内でこだわりのコーヒーと自
家製スィーツ。ゆったりお過ごしください。 

カフェ＆レストラン スリール四季  
旭ヶ丘 211₋1 
      ９７８－７６１５ 
ご利用者様とスタッフが仲良くみんなで
元気に働いています。 

たまごのきもち 
旭ヶ丘 271₋3 
      ９８５－４１４０ 
放し飼い健康卵と手作りパンのお店 
クリームパンが人気です。 

暖（はる）ぱん 
旭ヶ丘 465₋5 ※水曜日のみ営業 

      ０９０－８４５４－３７３７ 
埼玉県産小麦で出来る限り体と心に
よいパンを焼いています。 

ベティーとあおぞら  
旭ヶ丘 465₋5 「暖ぱん」敷地内 

      ０８０－４００５－８６７６ 
水曜日に出店。子育て応援グッズ、暮
らしを彩る石鹸、雑貨の販売。 

高萩地域 



加藤牧場  
旭ヶ丘 572 
      ９８４－１４１４ 
しぼりたての牛乳で作った商品はどれも
格別！！ 

cafe green-note 
女影 573₋5 
      ９８１-２０８９ 
こぢんまりとしたお洒落な店で美味しい
ランチを楽しめます。 

メルシービアン  
女影 1696₋8 
      ９８５－４２２７ 
全てのパンに葉酸ビタミン B9 を入れて
“健康・笑顔”をめざしております。 

茶匠 山崎園 
女影 1716-8 
      ９８９－２０７６ 
自然のめぐみ・お茶で健康！ご贈答に
も喜ばれます。 

ワンストップショップ十一屋 
女影 1839₋3 
      ９８９－２１０４ 
必要な品はご相談ください。可能な限
り探してそろえます‼ 

（有）水村商店 
高萩 52-1 
      ９８９－２０２２ 
日高市内の配達も承っておりますので、
お気軽にお声がけください。 

寿司・料理 原田  
高萩 67₋3 
      ９８９－２０１６ 
来店・出前・持ち帰り 歓迎！ 

狭山茶専門店備前屋  
高萩 133 
      ９８９－２００１ 
煎茶、紅茶、抹茶、釜炒り茶など狭山
茶各種ご用意しております。 

家庭料理 かねひら 
高萩 586₋1 
      ９８９－０２２８ 
お弁当に力を入れています。店内営業
は予約で１組様お受けしています。 

じてんしゃ Pit  
高萩 591₋4 
      ９８５－３０９０ 
ﾏﾏﾁｬﾘからｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｸまで自転車の販
売、修理、ﾒﾝﾃﾅﾝｽなどを行っています。 

お魚処 まつ㐂 
高萩 607 
      ９８９－２０２９ 
テイクアウトはじめています。 
 

風呂センター関谷 
高萩 607₋10 
      ９８９－２０９１ 
地元で愛されて７０年！水まわりの事
なら何でもご相談ください。 

(有)大沢洋品店 
高萩 609 
      ９８９－２０７１ 
お気軽にお立ち寄りください。 

たを香 
高萩 632₋10 
      ９７８－８６９１ 
手づくりの品々をお安くご提供する食事
処です。 

ダイコクヤ日高  
高萩 640₋8 
      ９８５－４５７４ 
地域に密着したアットホームなお店で
す。お気軽にご利用ください。 

ヘアーサロンエンドウ  
高萩 758₋4 
      ９８９－６５４３ 
女性の顔剃に美顔術をサービス致しま
す。予約制です。 

株式会社イルマオートセンター 
高萩 1146₋1 
      ９８９－６６３３ 
お車の事なら何でもおまかせください。 
 

お好み焼き しんちゃん 
高萩 1727₋7 
      ９８５－２３４８ 
笑顔で待ってます！よろしく。 
 

豆腐味噌工房 こだわりや 
高萩 1841-2 
      ９８５－７１０５ 
無農薬の自家農園で大豆・ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
栗等を作って味噌・ジュースに加工販売 

窯焼きダイニング 桜の木 
高萩 1843-5 
      ９８５－７１０５ 
ピザと和食のダイニングレストラン。 
 

ぱんだヨガ 
高萩 2229₋11 
      ０９０－３９１６－８４８６ 
yoga for peace 
 

ホワイト餃子 （株）はながさ 
高萩 2306₋9 
      ９８５－１１５０ 
30 種類の食材を使い、人に必要な 
5 大栄養素を網羅しています。 

山田靴店 
高萩東 1₋7₋2 
      ９８９－０３５９ 
北小指定店。紳士・婦人サンダル。
靴・鞄の修理、格安でお受けします。 

斉藤精肉店 
高萩東 1₋15₋3 
      ９８５－２２３４ 
創業 75 年伝統の店 食肉技術専門
士の店 おいしい焼豚おすすめです。 

やなぎ洋品店  
高萩東 1₋27₋3 
      ９８９－３２９８ 
高萩北小学校・高萩北中学校用品
専門店。 

大村庵  
高萩東 1₋33₋1 
      ９８９－１５９２ 
ﾃｲｸｱｳﾄできます（事前に電話くださ
い）揚げたて天ぷら＆そばがおすすめ。 

茶商 福彩園  
高萩東 2₋4₋1 
      ９８９－８３８１ 
製茶問屋の直営店として、慶事、仏事
等のご贈答品等ご注文賜ります。 

ベーグル工房ひらい 
高萩東 2₋6₋1 
      ９８９－０５４１ 
木・金・土の 3 日間ベーグル焼いてま
す。 

(有)山喜電器 
高萩東 2₋11₋1 
      ９８９－２３７８ 
地域密着で創業 53 年。家電の事か
ら補聴器、リフォーム等ご相談ください。 

しおたでんか 
高萩東 2₋14₋24 
      ９８９－７１０９ 
電気・空調工事、家電のお店です。電
気の困り事なんでもご相談ください。 

スーパーみどりや 
高萩東 2₋24₋1 
      ９８９－１０９３ 
旨さにこだわる食のセレクトショップ。 

（１時～２時半はクローズ） 

(有)こうべや 
高萩東 3₋8₋1 
      ９８９－６６２２ 
食品、美味しいお肉とお惣菜の店。唐
揚、ローストビーフ大好評‼ 

JA いるま野高萩南直売所 
中沢 189―1 
      ９８９－９５７４ 
毎週土曜日は、お米の日、第 4 土・日
曜日はお茶の詰め放題を実施中。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株)むさし野園  
馬引沢 202 
      ９８５－１５２０ 
お手軽に飲めるパウダー茶、ティーバック
もそろえています。 

お弁当や 福すけ 
※配達のみ 
      ０８０－４００１－０４５７ 

日替わりのみの弁当や。1~4 名様分

の惣菜真空パック。予約は電話・LINE 

＜問い合わせ＞ 

社会福祉法人日高市社会福祉協議会   

〒350-1235 日高市大字楡木 201 番地 総合福祉センター「高麗の郷」内 

TEL 042-985-9100 FAX 042-985-1411   

ホームページ https://www.hidakashi-shakyo.or.jp/ 

 

 

 

※地域支え合い協力店は随時追加される予定です。 

最新の協力店一覧については、日高市社会福祉協議会 

のホームページでご確認ください。 

店舗・事業所名称 
住所 
      電話番号 
お店からのメッセージ 

https://www.hidakashi-shakyo.or.jp/

