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愛ちゃんと希望くん

共同募金運動は2016年、

70回目の運動を迎えます。

寄付者、ボランティアの皆様に

心よりお礼申し上げます。

70回目の共同募金運動



昨年度、多くのご協力
ありがとうございました！

今年度も 10 月 1 日～ 12 月 31 日までの期間、『赤い
羽根共同募金』が始まります。

昨年度は、那覇市共同募金委員会に 24,495,484 円の
募金が寄せられました。そのうち、15,153,000 円は県
内の福祉施設整備や事業等に配分され、9,342,484 円が
那覇市内の福祉事業等に活用されています。

平成27年度募金実績

平成27年度（平成28年度事業）地域配分　9,342,484円（那覇市）内訳

募金種別 金額（円） 説　　明
戸　　　別 2,156,150 自治会（各家庭）からの募金
職　　　域 4,274,017 従業員・社員からの募金
街　　　頭 1,969,108 街頭呼びかけによる募金
学　　　校 1,474,694 小・中・高校生の児童生徒による募金
個　　　人 4,531,904 個人からの募金
法　　　人 7,898,884 企業・事業所からの募金
イ ベ ン ト 1,704,686 チャリティイベント等の募金
そ　の　他 486,041 卓上募金箱等
合　　　計 24,495,484

民生委員児童委員活動費
（2,271,000）24.3%

自治会・地域活動への支援
（1,488,000）15.9%

見守り活動サロン・
居場所づくり事業

（1,382,000）14.8%

福祉関係団体等への配分
（1,957,484）21.0%

広報活動費
（1,994,000）21.3%

その他
（250,000）2.7%

ふれあい・いきいき子育て事業
（地域見守り）

ふれあい・いきいきサロン（真地自治会）
（見守り活動サロン・居場所づくり事業）

福祉団体等研修会
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歌って貢献　チャリティカラオケ♪
「カラオケハウスとまと」全店にて利用できるチケットを販売しています!
このチケットは室料、食事代として利用でき、利用されると 15％が那覇

市内の地域福祉事業、福祉団体支援等に活用されます。昨年も多くのご支援
があり「緊急医療情報キット配付事業」等に活用されました。

チケットの有効期限が平成 29 年 2 月 28 日（火）までなので、忘新年会シー
ズンにもぴったり！ぜひ、ご利用ください !!

去った、6月14日（火）に「那覇市社会福祉協議会資金造成第28回チャ
リティゴルフ大会」が喜瀬カントリークラブ（名護市）で開催されました。
夏の暑い日差しがそそぐ中、233 名の参加者がプレー参加をしてくださ
いました。後日、チャリティゴルフ大会実行委員会より 1,274,403 円が
寄附されました。また、開催にあたり 150 の企業・事業所から寄附・
賞品提供をいただきました。大変ありがとうございました。

有限会社ドゥイングスポーツ
金城電気工事株式会社
沖縄コカ・コーラボトリング㈱
合資会社沖縄時事出版
沖縄学販
㈱ワールド設計
沖縄ガス株式会社
沖縄水質改良株式会社
株式会社おきぎんリース
沖縄残波岬ロイヤルホテル
㈲沖縄ホテル
瑞泉酒造㈱
琉球物流株式会社
㈱琉球リース
㈱寄宮
おきぎん保証㈱
桐和空調設備㈱
㈱りゅうせきエネプロ
㈲セイモリ電器
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄㈱
久米島製糖㈱
㈱山川電気
㈱アドスタッフ博報堂
㈱ドリームサポート沖縄
大洋堂
大同火災海上保険㈱
首里振興会
新中糖産業㈱
沖縄カントリークラブ
沖縄水工事㈱
㈱萬裕商事
㈲コウリョウコーポレーション
沖縄パナソニック特機㈱
沖縄テクノクリート
㈱小禄運輸
㈱前田鶏卵

（資）張本機械工業
（一社）那覇市医師会

㈱ロワジールホテルズ沖縄
（一社）沖縄県建設業協会
琉球セメント㈱
㈱サニーズプランニング
沖縄ツーリスト㈱
沖宮
琉球日産自動車㈱
㈱久米島の久米仙
㈱ドコモCS九州沖縄支店
久米仙酒造㈱
光電気工事㈱
沖縄ビルメンテナンス㈱
㈱東亜旅行社
日献産業㈱
沖縄乗用自動車事業協同組合
協同無線
丸正印刷㈱
㈲シビルサービス
沖縄バス㈱
㈱新垣通商
㈱おきぎんジェーシービー
沖縄タイムス社
沖縄製粉㈱
JAおきなわ首里支店
エールクリエイト㈱
㈱沖縄ダイケン
波之上自動車学校
大伸㈱
㈱丸真組
光文堂コミュニケーションズ㈱
オリオンビール㈱
那覇青果卸商事業協同組合
JAおきなわ小禄支店
㈱金秀本社
ホテルムーンビーチ
㈱イバノ
㈱池原商事
㈱タカダ

イオン那覇店
㈱ジャンボツアーズ
沖縄県酒造協同組合
㈲三友
オキコ㈱
㈱金城商事
㈱シンジョウ
沖縄サントリー㈱
コザ信用金庫　那覇支店
㈱ジーマック
㈱沖縄海邦銀行
メディカルプラザ大道中央　大道中央病院
㈱琉球銀行金城支店
家庭料理　まこ
㈱沖縄銀行
㈱ルシェンテ
㈱沖縄丸一食品
㈱許田商会
㈱ナカフク
花の店　ポピー
ホテルロイヤルオリオン
日本総合整美
㈱ウォータージャパン
社会福祉法人　ゆうなの会
㈱イマジン
㈲興南アイドマ印刷
㈱沖縄不動産総合鑑定所
㈱比嘉組
㈱国際システム
コザ信用金庫
株式会社那覇電工
三協電気工事株式会社
沖縄テレビ放送㈱
沖縄ロジテム㈱
沖縄イシダ㈱
沖縄電力㈱那覇支店
㈱シビルエンジニアリング
㈱屋部土建

㈱照正組
沖縄セルラー電話㈱
サトウ株式会社
技研工業㈱
新城アパート
具志堅たばこ㈲
㈲山一開発
㈱アサヒプラント
㈱サンライト
㈱三晴
㈱沖縄計装
㈱中建設計コンサルタント
㈱沖縄ボイラエンジニアリング
㈲大地建設
㈲那覇クリーンサービス
㈱太閤建設
沖縄ゾンタクラブ
大晋建設㈱
㈱ふれあい介護センター
沖縄菱電ビルシステム㈱

（医）育泉会 介護老人保健施設 識名清風苑
㈱日進商会
㈱盛設計
㈲三崎工業
㈱新共電気工業
沖縄卸商業団地株式会社
沖縄県卸商業団地協同組合
㈱沖縄パナコムシステム
㈱伸和建設
㈱豊見城冷房設備
㈲松田青果店
㈱沖橋エンジニアリング
㈱加島事務機
㈲西原農園
㈲真成建設
㈲神谷産業

※順不同

【問合せ先】
那覇市社会福祉協議会（総務課）
TEL 857－7766

第28回チャリティゴルフへの
ご参加、ご協力ありがとうございました!

那覇市社会福祉協議会資金造成　第28回チャリティゴルフ大会協力企業・団体一覧

みほん

3



●7月1日（金）［楽しいワッペン作り］
　～お子さんが喜ぶキャラクターを作ろう!～

講師にファミサポ協力会員安仁屋千鶴子氏に「ドラえ
もん・アンパンマン・くまモン・キティ」などの人気キャラクターの作り方
を教えて頂きました。参加された会員の皆さんも楽しみながらワッペン
作りに励んでいました。安仁屋さんの丁寧な下準備のおかげで短時間で
作り上げることが出来ました!!有難うございました。

●7月保育サービス講習会
7月19日（火）～22日（金）の4日間、24時間の講習会を15人の受講生

が修了しました。
学んだ事柄をこれからのサポート活動でぜひ活かし、子育て中の皆さ

んやお子さん方の良きサポーターとしてご活躍下さいますよう宜しくお願
いします。

●8月5日（金）
「児童デイサービスアンナ」への事業所訪問ということで、西原町の

諸見里先生の事業所へおじゃまさせて頂きました。限られた時間ではあ
りましたが、いろいろな工夫が随所にみられて参加者一同、貴重な体験
ができました。最後にお子さん達やスタッフの皆さんとチキンダンスを楽
しく踊りました。

お忙しい中、ご協力下さり本当に有難うございました。

ファミリー・サポート・センター定例会 報告

9月定例会
のお知らせ

当初は「防災について」でしたが、大城弘子先生
（沖縄女子短期大学非常勤講師・保健師）による
「眼に関するためになるお話」に変更になります。
「防災について」は10月に予定しております。どうぞ
御了承下さい。

那覇市ファミリー

サポートセンター

日　時：平成28年9月30日（金）14：00～16：00
場　所：パレット市民劇場（パレットくもじ9階）
内　容：敬老月間の定例行事として、市民の健康長寿祈願と
 支え合いの「福祉のまちづくり」の機運を高めることを
 目的に開催します。
 ①卆寿表彰（新90歳）
 ②10年ボランティア表彰
 ③健康長寿の秘訣（十八番披露）
主　催：社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
共　催：那覇市（ちゃーがんじゅう課）・地域ふれあいデイサービス運営協議会
後　援：那覇市自治会長会連合会・那覇市民生委員児童委員連合会
 那覇地区老人クラブ連合会・マスコミ各社（調整中）

▲ 7 月定例会　キャラクターワッペン作り

▲ 7 月保育サービス講習会の様子
講師：こどもみらい課高良主査
内容：那覇市の子育てサービス・
　　　保育実習のオリエンテーション

▲ 8 月児童デイサービスアンナ訪問
「お子さんやスタッフ・会員の皆さんと一緒に」

お知らせ
那覇市地域ふれあいデイサービス敬老の祝い
〜かりーさびら健康長寿〜
ちゃーがんじゅうだよ！地域ふれあいデイサービス

活
動
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去る7月6日（水）、那覇市保健センター多目
的ホールにて「平成28年度 福祉教育・ボラン
ティア担当者研修会　第31回定期総会」が開

催されました。研修会では、株式会社ケイオーパートナーズの
コーディネーター、照屋愛海さんと沖縄県社会福祉協議会
の人材研修センター主任、川満大さんを講師に迎え「福祉教
育・ボランティア活動と産業の結びつきについて」をテーマに
“福祉の仕事や福祉で働く”視点を持った取組みをお話しし
ていただきました。また、第31回定期総会では、平成27年度
の事業、決算、役員改選等の報告がありました。暑い中、参
加していただいた那覇市内小学校・中学校・高等学校担当職
員の先生、教頭先生、校長先生方の有意義な時間となったの
ではないでしょうか。

平成28年度福祉教育・ボランティア担当者研修会 第31回定期総会

▲オープニングセレモニーの様子（H27.11.7）

那覇市学校

ボランティア学習

推進協議会

本会は、多年にわたり那覇市の社会福祉の発展に功
労のあった方々を表彰するとともに、市内の福祉関係
者が一堂に会する中、地域福祉の更なる充実・発展を
目指していくことを目的に開催します。

日　時：平成28年10月6日（木）14：00～16：30
場　所：パレット市民劇場（パレットくもじ　9階）
内　容：式典・表彰・行政説明・記念講演

「第9回かなぐすく地域福祉まつり」を下記日
程で開催いたします。多くの地域の皆さまのご参
加とご来場をお待ちしております。

日　時：平成28年11月12日（土）10:00～17:00
場　所：那覇市総合福祉センター及びその周辺
内　容：舞台発表・展示発表・スタンプラリー・

ハンドマッサージ・遊びコーナー・フリー
マーケットなど

＊駐車場に限りがありますので、徒歩、公共交通手段でお越しください。

お知らせ

お知らせ

第40回 那覇市社会福祉大会

第9回かなぐすく地域福祉まつり

今年もリサイクルバザーなど
出店団体を募集します。
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信頼されるヘルパーをモットーに
まごころと安心をお届けします ホームヘルプステーションわかば

安心生活創造推進事業コーディネーター
訪問

ハイサイ。
今号より連載を担当します、地域福祉課主査の上地哲

司と申します。
ユタサルグトゥ、ウニゲーサビラ。
さて、本会は平成 26 年度より那覇市から「安心生活

創造推進事業」を受託しています。
去った 8 月 9 日（火）に、認証第 29 号「安謝新都心

自治会若水会地域見守り隊」の結成式がありました。自
治会単位に「地域見守り隊」の設置を進めていますが、
老人クラブにおいて初の見守り隊結成となりました。結
成式の中で印象に残ったことがあります。

それは「高齢者には高齢者の役割がある」という力強
いお言葉です。老人クラブ若水会の会員同士で「声かけ」
をはじめていきます。

これを契機に市内単位老人クラブが活性化し繋がっていければと思います。自治会・老人クラブ・包括支援
センター・民生委員児童委員・社会福祉協議会・行政と関係機関が団結して見守り活動を推進していきます。

▲認証第 29 号「安謝新都心自治会
　若水会地域見守り隊」の結成式。

熱中症予防メモ

熱中症患者のおよそ半数は高齢者（65歳以上）です
●寝る前だからと水分を我慢ぜす、こまめな水分補給に心がけましょう
●暑さを感じなくても、部屋の見やすい場所に温度計を置き、温度が上がったらエアコン

をつけるなど、常に注意しましょう。
●エアコンや扇風機が苦手な人は、温度設定に気をつけたり、風向きを調整するなど工夫

しましょう。

家族や周りの人たちの声かけも熱中症予防には必要です。周りに気になる人がいれば声をかけ合いましょう。

●活 動 日：毎日（月曜日～日曜日）
●活動時間：午前 8 時から午後 6 時（但し、時間外についてはご相談）
●活動範囲：那覇市・豊見城市
●サービス種類：指定訪問介護・指定介護予防訪問介護（事業所番号：4770100065）
　　　　　　　　障害福祉サービス（事業所番号：4710100076）
　　　　　　　　・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援事業（那覇市地域支援事業）

介護サービス 移動介護

身体介護 生活援助 乗降介助 ※障害福祉サービスのみ

そ
こ

が
知りたい

介護

☎ 859-8383
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 収集ボランティア（ボランティア BOX）

株式会社沖縄産業振興センター

7/29（金）那覇市社会福祉協議会応接室にて、
株式会社沖縄産業振興センターの切手贈呈式が行わ
れました。これまでの取り組みで重量は 5kg にま
で集まっておりました。多企業の職員方が活動され
ている事に那覇市社会福祉協議会からも感謝申し上
げます。また、企業入居率 100％という事もあり現
在は立体駐車場建設中です。増設に伴い、さらなる
発展とご活躍を期待しております。

【問い合わせ】
那覇市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター

（那覇市総合福祉センター内 2 階）
〒 901-0155 那覇市金城 3-5-4　TEL098-857-7766

【情報の見方】
①活動内容 ②日時 ③場所 ④駐車場 ⑤人数 ⑥条件 ⑦備考

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。

☎098-857-7766
ボランティア募集

囲碁ボランティア募集

エイサーボランティア募集

イベントボランティア募集

小規模多機能型ホーム三原では、囲碁の対
局をしていただけるボランティアの募集をし
ています。対局をしていただく利用者さんは
高次機能障害で行動に波がありますが、趣味
の囲碁をする事で集中し落ち着きを見せるの
で、交流やふれあいの場として来ていただけ
る方を希望します。

①囲碁の対局　②月～金10:00～16:00の間
③那覇市三原「小規模多機能型ホーム三原」
④有り　⑥囲碁経験者
⑦不定期でも構いません

琉球の街デイサービスステーションでは、エイサーを演舞していた
だけるボランティアの募集をしています。敬老会の一枠として利用者
さんと一緒に歌ったり踊ったりしていただける方を希望します。

①エイサー演舞　② 9/23（金）
③那覇市繁多川「琉球の街デイ
サービスステーション」
⑤ 7 名ほど

第 6 回世界のウチナーンチュ大会事務局より、大会
開催期間中のボランティアの募集依頼がありました。個
人・団体どちらでも参加可能です。イベント成功を目指
して一緒に盛り上げてくれる方をお待ちしています。

①各イベントにおける補助、受付、会場整理など
②10/26（水）～10/30（日）　③沖縄セルラースタジアム那
覇及び周辺施設　④臨時駐車場をご利用可　⑤約500名
⑥個人：18歳以上の方で、世界のウチナーンチュ大会とボ
ランティア活動に関心・意欲のある方。団体：学校、サーク
ル等単位による参加を希望する団体　⑦募集期間は、9/23

（金）締切

1 石川外科クリニック

2 ジョイネス沖縄

3 地方独立行政法人 那覇市立病院

4 株式会社沖縄産業振興センター

5 沖縄県庁 企画部統計課

6 ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社

7 汀良市営住宅自治会

ボランティアBOX〈取組団体8月受付分〉

（順不同）

ボ
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ボランティア活動保険・ボランティア行事用保

険は、ボランティア活動中のさまざまな事故に

よるケガや賠償責任を補償します。

 857-7766
ボランティア（活動保険・行事用保険）の
問い合わせ生活上の心配ごと、悩みごと、どのようなことでも気軽に相談できる

一般相談・司法書士相談があります。また、人権困りごと相談・行政

相談を新設しています。秘密は堅く守ります。相談は無料です。

 857-7780ふれあい福祉相談室（貸付に関する事等）

毎月第２・第４金曜日の14：00～16：00 （予約制）②司法書士専門相談
毎月第４金曜日の14：00～16：00③人権困りごと相談室
毎月第３金曜日の10：00～12：00④定例行政相談所

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者の属する
世帯に対する資金貸付

①生活福祉資金
　 　　　　　　 貸付事業

■ 在宅福祉サービスの利用援助
■ 社会生活力をたかめるための支援
■ 障がい者居住サポート

■ 社会資源を活用した支援
■ ピア（同じ仲間）サポート
■ サービス利用計画の作成

在宅で生活する障がい者が「自分らしく」暮らしていけるように支援

をしています。

 891-8454
FAX857-6052

那覇市障がい者生活支援センター
「ゆいゆい」

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分で、

在宅にて生活している方々を利用対象者としています。専門員が相談を

受けて、それから契約を結びますと生活支援員がお手伝いします。

 857-4525日常生活自立支援事業 地域福祉権利
擁護センター

安心して在宅生活が営めるように、家族、医

療、介護保険サービス事業所等と連携を図ると

共に、社会資源を活用しながら支援をおこない

ます。

 891-8236居宅介護事業

利用者の方々が住み慣れた地域から通い、

日々、生きがいのもてる暮らしを応援し、ご家

族の身体的、精神的な負担を軽減します。

 859-8383通所介護事業
（デイサービスあしびなー）

自宅に、介護福祉士やホームヘルパーなどの介

護専門職が訪問し、入浴、排泄、食事等の介護

など日常生活上の世話をするサービスです。

 859-8383訪問介護事業
（ホームヘルプステーション わかば）

　
相
談
窓
口
の
ご
案
内

高齢者や障害のある方で自分で判断するこ
とが困難な方々の市役所や銀行での手続き
や支払いのお手伝いを行います。

お仕事の主な内容
具体的な活動は以下のようなものです。
・公共料金や病院代の支払いを本人と一緒（または、代わ

りに）に行う。
・役所や郵便局などで行う手続きの説明や、本人が行う手

続きに付き添う。
・本人とのコミュニケーションを通じて、相談や要望を聞く。
・相談、要望に応じて、本人が自身で判断できるようにする。

●月数回から。
●毎回１時間～２時間
　程度のお手伝いです。
●社会福祉協議会の
　職員が活動のサポートをします。
●資格等は特に必要ありません。

募集中

〒 901-0115 那覇市金城 3-5-4 TEL.098-857-7766 FAX.098-857-6052
http://www.nahasyakyo.org    e-mai l : info@nahasyakyo.org

社会福祉法人
那覇市社会福祉協議会

今年は、例年になく猛暑続きで、毎日が 30 度越えの暑さです。
熱中症で亡くなられている方も多いとニュースで、聴いていま
す。体調に十分気をつけこまめに水分補給を行い、睡眠と休
養を十分にとって、健康管理をして下さい。

編
集
後
記

発 

行

９
月

9月  1日（火）
9月1日（木）～3日（金）
9月  6日（火）
9月19日（月）
9月22日（木）
9月24日（土）

「なは社協だよりNO134」発行
巨大めいろ（金城児童館）「みんなでアニメのドアをひらいでみよう!!」
ちゃーがんじゅう展　～8日（木）まで。　イオン琉球那覇店
敬老の日（識名・小禄老人福祉センター・金城老人憩の家の3施設は、開館）
秋分の日
3児童館合同「とびだせ児童館」上間小体育館　14:00～

10
月

10月  1日（土）
10月  3日（月）
10月  6日（木）
10月10日（月）
10月29日（土）

赤い羽根共同募金　始発式　パレットくもじ
「那覇市ボランティア・市民活動センター情報10月」発行

第40回那覇市社会福祉大会　パレット市民劇場　13：30受付
体育の日
3世代交流グラウンドゴルフ大会　識名老人センター
09：30～12：00

11
月

11月  1日（火）
11月  3日（木）
11月12日（土）
11月23日（水）
11月24日～26日(土)
11月26日（土）

11月下旬

「那覇市ボランティア・市民活動センター情報11月」発行
文化の日
第9回かなぐすく地域福祉まつり（那覇市総合福祉センター）
勤労感謝の日
巨大めいろ（識名児童館）
赤い羽根共同募金運動協力「第33回芸能チャリティー公演」

（※今年度は、沖縄県立武道館アーリナ棟にて開催）
地震・津波避難訓練（那覇市総合福祉センター）

12
月

12月  1日（木）
12月  1日（木）
12月  4日（日）
12月15日～17日（土）
12月17日（土）
12月23日（金）
12月28日（水）

「なは社協だよりNo135」発行
歳末たすけあい運動
NAHAマラソン
大めいろ（小禄児童館）
那覇市総合防災訓練
天皇誕生日
仕事納め

（日常生活自立支援事業）生活支援員になりませんか

== これからの社協及び関連行事 ==
寄付者ご芳名

（平成28年5月21日～平成28年8月20日までの寄附金状況）敬称省略

平成28年4月1日～平成28年8月20日

寄附金総額 1,689,587円

寄附金総額 1,720,108円

・㈱いなんせ典礼・㈱松山興
産・㈱和高建設工業・イオン
ショッピングセンター同友店
会・小規模多機能ホーム安
岡・美空ひばりを歌う友の会・
小禄第一民生委員児童委員
協議会・第28回チャリティゴ
ルフ大会実行委員会・一般社
団法人泊先覚顕彰会・喜久村
徳彦・匿名

▲子どもの貧困対策に、㈱和
高建設工業（社長　具志　清
写真-中）様より100,000円を 
那覇市社会福祉協議会に寄付。

一 般 寄 付

社
協
の
ひ
ろ
ば
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