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☎098-857-7766

ボランティアに希望する方は、ボラン
ティアセンターまでご連絡ください。

高齢者施設内での
お手伝いボランティア募集

那覇市安謝にありま
す高齢者施設にて利
用者さんの髪を乾か
したり、一緒に園芸を
したりするボランティ
アさんを募集してい
ます。

那覇市内にて子どもの勉強サポート
をおこなっている団体さんと一緒に
宿題を見ていただける方や自己学習
のサポートをしていただけるボラン
ティアさんを募集しています。子ども
が好きな方、元学校職員をされてい
た方、ぜひお願いします。

那覇市ボランティア・市民活動センター

FAX.098-857-6052

〒901-0155  那覇市金城3丁目5番地の4
（那覇市総合福祉センター内）

7766volu@nahasyakyo.orgE-mail
お気軽に
お問い合わせ
ください。

ボランティア募集ボランティア募集

子どもの学習支援
ボランティア募集

ボランティアBOX取組団体
（12月受付団体）
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首里大中町自治会

石川外科クリニック

沖縄県立南部医療センター

沖縄県中小企業団体中央会

久米自治会

国際ソロプチミスト沖縄

※順不同

収集ボランティア活動（ボランティアBOX）

去る12月12日、沖縄県中小企業団体中央
会にて古切手贈呈式がおこなわれました。
多くの企業より集めていただいた古切手を
頂戴し、毎年嬉
しく思っており
ます。また、参
加団体の継続
的活動に心よ
り感謝を申し
上げます。

沖縄県中小企業団体中央会

インフォメーション infomation

歳末おそうじ隊2016

①整髪サポート、園芸、書道
②ご希望によって調整
③那覇市安謝
⑤1～4名ほど
⑦利用者さんは25～30名
です。

①子どもの学習支援
②場所によって異なります
③那覇市内複数か所
⑦活動場所や時間につい
ては、ご連絡いただいてか
ら調整致します

中学校：安岡、古蔵、仲井真、石田
高等学校：那覇、興南、首里、泊（泊夜間部）、小禄

ボランティア参加協力校　～9校～

・株式会社ダスキンサーヴ九州具志支店
・キングラン沖縄株式会社
・一般財団法人 沖縄電気保安協会
・那覇市・南風原町クリーンセンター
・有限会社 那覇クリーンサービス
・那覇市廃棄物対策課
・那覇市クリーン推進課

協力企業・行政機関　～7団体～

・那覇市障がい者生活支援センターゆいゆい
・那覇市包括支援センター安里・松尾
・小禄第1・第2・第3民生委員
・真和志第3・第4・第5民生委員
・那覇第2・第3民生委員
・居宅介護支援事業所ONE（おん）
・山下老人会
・安謝福祉複合施設

その他協力関係者　～26名～

去る12月10日（土）に、那覇市社会福祉協議会主催の「歳末おそうじ隊
2016」を実施致しました。実施1週間前には、各世帯コーディネーターと学
生ボランティア110名（担当教諭方含め）が那覇市総合福祉センター大会議
室に集まり事前オリエンテーションとして、ダスキンサーヴ九州具志支店の
上原ゆかりさんより「お家で使えるおそうじポイント」をご教授いただきまし
た。また、かまを使用する学生ボランティアさんには、あわせて使い方の練
習を小禄第3民生委員の當間義昭さんと新崎勲さんにお手伝いいただきま
した。実施当日は、清掃活動中の大きな怪我もなく、安全に進行できたよう
に思います。参加してくれた学生さんたちも、普段はなかなか関わる事のな
い高齢者方と交流が出来た、と喜ぶ姿もみられました。また、実
施にあたり布団乾燥をキングラン沖縄株式会社様に、電気点検
を一般財団法人沖縄電気保安協会様に手配・作業していただき
ました。その他ご協力いただいた企業様方々含め、心より感謝を
申し上げます。

▲中央会よりボランティア
　BOXの贈呈（右）

沖縄県中小企業団体中央会　収集ボランティアBOX協力先一覧
（収集期間：H28年1月～H28年12月）

沖縄県中小企業団体中央会

沖縄県建設事業協同組合

沖縄県白蟻防除事業協同組合

光文堂コミュニケーションズ株式会社

沖縄県石油業協同組合

那覇個人タクシー事業協同組合

沖縄県個人タクシー事業協同組合

沖縄県緑化種苗協同組合

沖縄県コンクリート二次製品協同組合

沖縄県青果卸売協同組合

沖縄砂利採取事業協同組合

企業組合太陽

沖縄乗用自動車事業協同組合

大伸株式会社

沖縄県医療廃棄物事業協同組合

沖縄県卸商業団地協同組合

沖縄市管工事協同組合

沖縄県商店街振興組合連合会

名護市環境企業組合

沖縄県中央卸売市場売買参加者協同組合

糸満工業団地協同組合

沖縄県ビルメンテナンス協同組合

沖縄県たばこ卸売事業協同組合

企業組合寿々の会

全日食チェーン沖縄協同組合

那覇成果物卸商事業協同組合

壺屋陶器事業協同組合

喜如嘉芭蕉布事業協同組合

那覇電気工事協同組合

那覇市管工事協同組合

沖縄中部個人タクシー事業協同組合

JICA沖縄

トータル・ビジネス・クリニック協同組合

沖縄県畜産副産物事業協同組合

那覇地域貨物運送協同組合

ものづくり沖縄県地域事務局

沖縄県飼料協業組合



No.

　地域における支援を必要とする人々の生活圏において、制度
の狭間にある要援護者等の見守り・発見、相談から必要なサー
ビスへのつなぎなど等、セーフティネット機能の体制づくり、福
祉関係機関や地域住民参画への福祉のまちづくりコーディネー
トを行います。

この広報誌は、共同募金の配分並びに皆様からの社協会員費により作成されています。 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロンいいあんべー100回開催記念

平成28年度 琉球新報社販売店対象福祉協力員養成講座
並びに12包括支援センターとの意見交換会

みんなが気軽に行きたくなる場所、居場所づくりとして平成20年2月12日に那覇市社会福祉協議会
事業のふれあい・いきいきサロン第1号として【ふれあい・いきいきサロンいいあんべー】が開所。毎月
1回居場所としてみんなが一品持ち寄りの料理をもって楽しいひと時を過ごしてきた“いいあんベー”
も去る12月13日で100回目のサロンを無事迎えることができました。
代表の比屋定さんは、スタート当時の参加者ですでに他界された方、施設に入所した方、新しくメ
ンバーになった方と様々な思い出を振り返りながら皆で楽しく支え合いながら継続できてきたことに
感謝をしていました。
参加者の平均年齢は81歳と高めのサロンですが、「月に
1度ここに参加できる事をとても楽しみにしている」「せっ
かくの人生だから楽しまなければもったいない」「サロンに
毎月参加しないととても損した気になる」「琉球の歴史・情
報の交換・料理の教え合い・苗木の分け合い・ピクニック」
と毎月が楽しみですと嬉しそうに話してくれました。次は
150回記念を目指して頑張ってください。

ハイサイ。去った、11月30日（水）那覇市総合福祉センターにて「平成28年度 琉球新報社販売店対
象福祉協力員養成講座並びに12包括支援センターとの意見交換会」を開催。
琉球新報社の販売店の皆様とは平成22年度にはじめて那覇市福祉協力員として委嘱させていただ
き、協働で見守り活動に取り組んできました。
近年は販売店から新聞がたまっているなどの異変を知
らせていただく機会が増え、また一部販売店の店主が民
生委員・児童委員になるケース等も出てきています。
今年度は民生委員・児童委員の三年に一度の一斉改選
の年にあたり、改めて養成講座を開催し、見守り活動の更
なる充実強化につなげていきます。
琉球新報社販売店福祉協力員の皆様、3年間お世話に
なります。今後とも、民生委員への支援、見守り活動を宜し
くお願い致します。

地区担当
コーディネ
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地域をつなぐ

とは?
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首里第三民生委員児童委員協議会エリアにおける「地域福祉懇談会」を開催！

那覇地区で地域見守り交流事業を開催！

地域福祉懇談会は、安心生活創造推進事業の一環として市内
の16単位民児協ごとに年1回、地域の状況がどうなっているのか、
どんなことが問題となっているか、地域住民・関係機関・団体に
よる情報共有を図る場として行われています。
当日は自治会長、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、

小中学校PTA役員、那覇市役所、那覇市社会福祉協議会の総勢
37名が参加され、自分達の地域のいいところ、良くしたいところ
など、地域課題について熱心な意見交換が行なわれました。
各地域の人口や高齢化率の把握、ふれあい・いきいきサロンやふれあいデイサービスの紹介、「地域

見守り隊」の取り組みなどといった地域活動をお互いが知ることで、地域課題を表面化し、子どもから
お年寄り、障がいを持った方が地域から孤立することがないよう、お互いを支えあい協調し合える地域
づくりの大切さを共通認識することができました。
これから始まる総合事業に向けて、益々住民同士の繋がりや「お互いさま」の心が必要な時代となって

いる現代社会において、懇談会で頂いた貴重なご意見は、地域福祉推進に役立てられるものであり、那
覇市社会福祉協議会も、地域に寄り添い、「福祉のまちづくり」に取り組んでいきたいと考えております。

本事業は、地域の民生委員児童委員の協力のもと高齢者
や障がい者等の孤独感の解消、社会参加、地域での見守
りを推進していくことを目的に、「歳末たすけあい運動募
金」を活用して那覇市の各民児協で開催しております。
11月22日に那覇第1民生委員児童委員協議会、11月20

日に那覇第2民生委員児童委員協議会、11月8日・22日に
那覇第5民生委員児童委員協議会で地域の高齢者等を招
いた昼食会が開催されました。
このうち、那覇第5民生委員児童委員協議会では地域のレストランで昼食会を行い、包括支援セ

ンター職員による体操や民生委員による踊りなどで盛り上がりました。そのなか、偶然会場で隣同士
に座った二人が高校卒業以来、60数年ぶりという劇的な再会もありました！普段、同じ地域に住ん
でいてもなかなか顔を合わすことが少ないので、この機会にたくさんの交流が生まれました。
那覇第1民生委員児童委員協議会の昼食会では、市内のホテルにて昼食会を行い、保育園児の余

興や那覇市社会福祉協議会職員による緊急医療情報キットの説明があり、また、那覇第2民生委員
児童委員協議会は若狭公民館のホールで、地区ごとの高齢者に皆さんと自治会長、民生委員が一緒
にテーブルを囲み、食事をいただきながら笑顔が溢れていました。
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☎098-857-7766

ボランティアに希望する方は、ボラン
ティアセンターまでご連絡ください。

高齢者施設内での
お手伝いボランティア募集

那覇市安謝にありま
す高齢者施設にて利
用者さんの髪を乾か
したり、一緒に園芸を
したりするボランティ
アさんを募集してい
ます。

那覇市内にて子どもの勉強サポート
をおこなっている団体さんと一緒に
宿題を見ていただける方や自己学習
のサポートをしていただけるボラン
ティアさんを募集しています。子ども
が好きな方、元学校職員をされてい
た方、ぜひお願いします。

那覇市ボランティア・市民活動センター

FAX.098-857-6052

〒901-0155  那覇市金城3丁目5番地の4
（那覇市総合福祉センター内）

7766volu@nahasyakyo.orgE-mail
お気軽に
お問い合わせ
ください。

ボランティア募集ボランティア募集

子どもの学習支援
ボランティア募集

ボランティアBOX取組団体
（12月受付団体）

1

2

3

4

5

6

首里大中町自治会

石川外科クリニック

沖縄県立南部医療センター

沖縄県中小企業団体中央会

久米自治会

国際ソロプチミスト沖縄

※順不同

収集ボランティア活動（ボランティアBOX）

去る12月12日、沖縄県中小企業団体中央
会にて古切手贈呈式がおこなわれました。
多くの企業より集めていただいた古切手を
頂戴し、毎年嬉
しく思っており
ます。また、参
加団体の継続
的活動に心よ
り感謝を申し
上げます。

沖縄県中小企業団体中央会

インフォメーション infomation

歳末おそうじ隊2016

①整髪サポート、園芸、書道
②ご希望によって調整
③那覇市安謝
⑤1～4名ほど
⑦利用者さんは25～30名
です。

①子どもの学習支援
②場所によって異なります
③那覇市内複数か所
⑦活動場所や時間につい
ては、ご連絡いただいてか
ら調整致します

中学校：安岡、古蔵、仲井真、石田
高等学校：那覇、興南、首里、泊（泊夜間部）、小禄

ボランティア参加協力校　～9校～

・株式会社ダスキンサーヴ九州具志支店
・キングラン沖縄株式会社
・一般財団法人 沖縄電気保安協会
・那覇市・南風原町クリーンセンター
・有限会社 那覇クリーンサービス
・那覇市廃棄物対策課
・那覇市クリーン推進課

協力企業・行政機関　～7団体～

・那覇市障がい者生活支援センターゆいゆい
・那覇市包括支援センター安里・松尾
・小禄第1・第2・第3民生委員
・真和志第3・第4・第5民生委員
・那覇第2・第3民生委員
・居宅介護支援事業所ONE（おん）
・山下老人会
・安謝福祉複合施設

その他協力関係者　～26名～

去る12月10日（土）に、那覇市社会福祉協議会主催の「歳末おそうじ隊
2016」を実施致しました。実施1週間前には、各世帯コーディネーターと学
生ボランティア110名（担当教諭方含め）が那覇市総合福祉センター大会議
室に集まり事前オリエンテーションとして、ダスキンサーヴ九州具志支店の
上原ゆかりさんより「お家で使えるおそうじポイント」をご教授いただきまし
た。また、かまを使用する学生ボランティアさんには、あわせて使い方の練
習を小禄第3民生委員の當間義昭さんと新崎勲さんにお手伝いいただきま
した。実施当日は、清掃活動中の大きな怪我もなく、安全に進行できたよう
に思います。参加してくれた学生さんたちも、普段はなかなか関わる事のな
い高齢者方と交流が出来た、と喜ぶ姿もみられました。また、実
施にあたり布団乾燥をキングラン沖縄株式会社様に、電気点検
を一般財団法人沖縄電気保安協会様に手配・作業していただき
ました。その他ご協力いただいた企業様方々含め、心より感謝を
申し上げます。

▲中央会よりボランティア
　BOXの贈呈（右）

沖縄県中小企業団体中央会　収集ボランティアBOX協力先一覧
（収集期間：H28年1月～H28年12月）

沖縄県中小企業団体中央会

沖縄県建設事業協同組合

沖縄県白蟻防除事業協同組合

光文堂コミュニケーションズ株式会社

沖縄県石油業協同組合

那覇個人タクシー事業協同組合

沖縄県個人タクシー事業協同組合

沖縄県緑化種苗協同組合

沖縄県コンクリート二次製品協同組合

沖縄県青果卸売協同組合

沖縄砂利採取事業協同組合

企業組合太陽

沖縄乗用自動車事業協同組合

大伸株式会社

沖縄県医療廃棄物事業協同組合

沖縄県卸商業団地協同組合

沖縄市管工事協同組合

沖縄県商店街振興組合連合会

名護市環境企業組合

沖縄県中央卸売市場売買参加者協同組合

糸満工業団地協同組合

沖縄県ビルメンテナンス協同組合

沖縄県たばこ卸売事業協同組合

企業組合寿々の会

全日食チェーン沖縄協同組合

那覇成果物卸商事業協同組合

壺屋陶器事業協同組合

喜如嘉芭蕉布事業協同組合

那覇電気工事協同組合

那覇市管工事協同組合

沖縄中部個人タクシー事業協同組合

JICA沖縄

トータル・ビジネス・クリニック協同組合

沖縄県畜産副産物事業協同組合

那覇地域貨物運送協同組合

ものづくり沖縄県地域事務局

沖縄県飼料協業組合


