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社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

平成28年（2016）

【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☎098-857-7766

☎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。

囲碁ボランティア募集
囲碁の対局をしていただける方を募集しています。対局を
していただく施設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。

施設利用者へのレクチャーをしていただ
ける方を募集しています。趣味として独
自でものをつくったり、パソコン操作が
得意な方、ぜひ講師をお願いします。

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

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

インフォメーション

　8月23日、古切手の贈
呈がございました。
　日ごろからの呼びかけ
や、収集の活動に参加さ
れていらっしゃる民生委
員の皆さまへ感謝を申し
上げます。

ボランティア募集ボランティア募集

infomation

余興ボランティア募集
かぎやで風や寸劇などの余興をしていただける方を募集しています。施
設利用者さんとのふれあいや練習の発表の場として参加してみませんか。

①かぎやで風や踊り、寸劇（喜劇）の余興
②10/7（金）
③那覇市田原
　「いらはクリニック通所リハビリセンター」

①手芸やパソコンのレクチャー　②13：30～14：30
の間　③那覇市松山「癒しの家スマイル」　⑤2名
⑦1時間（1コマ）で3,500円の資料代をお渡しします。

 収集ボランティア活動（ボランティア BOX）

手芸やパソコンを
教えていただける方募集

① 使用済み切手（切手ははがさず、1cm枠をとる）
② 書き損じハガキ・未使用ハガキ
③ プリペイドカード（主に交通カード、テレカ）

集めているもの

那覇市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター TEL.098-857-7766
【問い合わせ先】 〒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）

ボランティアBOX取組団体（9月受付団体）
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一般財団法人 琉球生命済生会 琉生病院

株式会社 大城組

北部福祉事務所

MOA那覇健康生活ネットワーク ちゃーがんじゅう会

日赤安謝福祉複合施設

イオン那覇ショッピングセンター

真和志第一民生委員児童委員協議会

那覇中央郵便局

株式会社 太閤建設

那覇市福祉政策課

※順不同

　8月28日、“イオン那覇ショッピン

グセンター”“ザビッグ小禄店”にて

募金活動が実施されました。団体

は、那覇西高等学校ボランティア部

から15名とNPO法人エイブルサ

ポートつばさから2名が活動参加致

しました。

　天候が不安定ではありましたが、

問題なく終えることができ、参加さ

れました方々、及び各店舗従業員の

皆さまのご協力に心から感謝を申し

上げます。

　また、この度寄せられました多く

の善意の募金は、「福祉」「環境保

護」「災害復興」への支援活動資金

として活用されていきます。

24時間テレビ39「愛は地球を救う」チャリティー募金

真和志第1民生委員
児童委員協議会

●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。

生活支援員になりませんか
（日常生活自立支援事業）

募集中

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。

お仕事の内容

●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。

具体的な活動は以下のようなものです。



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

うちなーぐちで かたやびら

ふれあい・いきいきサロン及びボランティア団体による交流会

　那覇市松尾で商店を営む喜納千鶴子さん（95）が
那覇市総合福祉センター内の「デイサービスあしび
なー」にて、講話をして下さいました。喜納さんは、こ
れまで各メディアに取り上げられたり、本の出版や学
校でうちなーぐち講座等を行った経験をお持ちで、今
回は、デイサービスでご自身がこれまで体験してきた
ことをうちなー口でお話ししたり、半生を歌にして披
露してくださいました。デイサービスの利用者は、喜納
さんのお話をうなずいたり、時には笑ったりしながら聞き入っていました。喜納さんが帰る際には、
「また来て下さいね!」と声をかけられ握手をもとめられていました。

　去る9月8日（木）にふれあい・いきいきサロン及
びボランティア団体との交流会を行いました。これ
は、今年度より那覇市から委託を受けました「那覇
市生活支援・介護予防体制整備事業」において、那
覇市ちゃーがんじゅう課より新しい介護予防サービ
スを学びながら日々のお互いの活動を報告し、情報
共有、関係者のネットワーク化を図ったものです。
　今回は各那覇市地域包括支援センター、ふれあ
い・いきいきサロン及びボランティア団体や行政関
係者も含め約40名にご参加いただきました。当日はふれあい・いきいきサロン男の食っキング（當
間貴美子代表）、ふれあい・いきいきサロンちゅら花（金城秀子代表）、宮城区自治会地域見守り隊
（宮城宜子自治会長）、沖縄県スポーツ吹矢協会（町田忠会長）から活動報告をいただき、参加者か
らは「新しい人を呼び込むにはどうしたらいいのか？」、「活動を継続していくコツは？」など、活発な
意見交換が行われました。さらに交流会終了後にはスポーツ吹矢の体験も行い、私たち社会福祉協
議会職員におきましても、楽しく貴重な交流会となりました。この地域のつながりを継続し、より一
層深まるような活動になるよう今後もサポートしていきたいと思います。

地区担当
コーディネ

ーター
地域をつなぐ

とは?

49

企業の社会貢献活動実施報告

小禄泉原自治会　地域見守り隊（認証第30号）　結成式

　株式会社T&Tでは、毎年9月、“敬老の日”に合わせて高齢者宅
を対象にリフォームボランティアをおこなっております。本年度も
対象宅にて実施致しました。日頃お困りの点やちょっとした使い
勝手の悪い点を訪問チェックし、手すりの取付や建物に関しての
補修、調整をしていただきました。普段の生活環境が改善され、
身体への負担も軽減
されたのではないで
しょうか。安心・安全
な環境づくりのお手
伝いに那覇市社会福
祉協議会からも感謝
申し上げます。

　去る9月9日、小禄泉原自治会（西銘康八自治会長）において「地域見守り隊」（認証第30号）の
結成式が行なわれました。
　地域見守り隊とは、地域で孤立したり引きこもりにならないよう、地域に住む住民同士の声かけ活
動や訪問による安否確認、居場所づくりを行なうものです。
　小禄泉原自治会は、地域ふれあいデイサービス・ふれあいいきいきサロンゆくいどぅくるなど、お
年よりから子どもまでたくさんの参加者へ地域のボランティアの方々の協力のもと毎回昼食も出して
いるそうです。
　小禄泉原自治会の西銘会長から「高齢
者の生きがい探しや家族の負担をいかに
地域で補うことが出来るか、互いの信頼
関係や出来る事から一歩一歩やるしかな
い」と頼もしい挨拶がありました。
　地域のつながりがより一層深まるよう
な活動になるよう、私たち社会福祉協議
会もサポートしてまいりたいと思います。

▲小禄泉原自治会「地域見守り隊」の皆さん

▲リフォーム前 ▲リフォーム後

株式会社
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●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。

生活支援員になりませんか
（日常生活自立支援事業）

募集中

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。

お仕事の内容

●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。

具体的な活動は以下のようなものです。


