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社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

平成29年（2017）

【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

ボランティアの登録を希望する方は、
ボランティアセンターまでご連絡ください。

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

ボランティアBOX取組団体（1月受付団体）
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鉄鋼処理産業株式会社

畠中優子税理士事務所

大同火災海上保険株式会社

石川外科クリニック

那覇市小禄支所

琉球銀行労働組合

EY税理士法人

那覇市地域包括支援センター　若狭

沖縄ゼロックス株式会社

那覇市役所　こどもみらい部　こどもみらい課

※順不同

インフォメーション infomation

平成28年度障がい（児）者紙オムツプレゼント交付式

去る1月20日（金）に「平成28年度障が
い（児）者紙オムツプレゼント事業」におい
て、交付決定となった24名の方へ紙オムツ
券のプレゼントとして交付式を実施致しま
した。本事業は、今回で18回目を迎え、在
宅で日常的に紙オムツを使用している障
がい（児）者とその家族の経済的負担を少
しでも軽減し、生活支援と障がい（児）者
福祉の増進を図ることを目的としておりま
す。当日は、大同火災海上保険株式会社、
琉球銀行労働組合もご出席いただき、財
源の一つである「ボランティアBOX事業」
において、古切手の贈呈も行われました。
ご出席されました関係者様方々へ改めて
感謝を申し上げます。

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。

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

子どもの学習支援
ボランティア募集

　那覇市ボランティア・市民活動センターでは、書き損じ
ハガキや使用済み切手を集める「収集ボランティア」を
推進しています。これらを換金して紙オムツ券に替え、在
宅の障がいを持つ方へプレゼントをしています。年齢を
問わずに誰でも活動できますので、ぜひご協力とご提供
をお願い致します。回収については、各公共機関や施
設、那覇市役所本庁舎及び各支所、イオン那覇店、沖縄
都市モノレール駅に「ボランティアBOX」を設置してい
るので、そこに投函していただくか那覇市ボランティア・
市民活動センターへ直接お持ちください。

 収集ボランティア活動（ボランティア BOX）

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）

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

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。

▲大同火災海上保険㈱（写真-右）より
　ボランティアBOX目録の贈呈

▲紙オムツ券の交付式の様子

▲琉球銀行労働組合（写真-右）より
　ボランティアBOX目録の贈呈



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

泉崎2丁目自治会 地域見守り隊（認証第31号） 結成式
去る1月8日、泉崎2丁目自治会（友寄隆男自

治会長）において「地域見守り隊」（認証第31
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。
泉崎2丁目自治会は自治会事務所がない中、
限られた時間を有効活用しカレーパーティー・旗頭・もちつき大会などお年寄りから子どもまで自治
会行事を通して地域での見守り活動が自然に実施されています。
泉崎2丁目自治会の友寄会長から「これからは地域を家族として考え、皆で支えあっていきたい」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、私たち社会福祉協議会も活動をサポートしていきます。

去る1月17日、首里石嶺町に市内47ヶ所目となる、ふれ
あい・いきいきサロン「ペンタス花の会」が開所しました。
この事業は赤い羽根共同募金の財源を活用して、地域
の方々の「誰かと話したい」「体を動かすのは苦手だけど、
おしゃべりはしたい」という声を基に、より身近で気軽に
集まれる居場所づくりを目的としたものです。
今回開所した「ペンタス花の会」は、代表者の安里さ
んが、赤十字の健康支援講習を受講して、地域のために
と考えサロンの発足に至りました。ご自宅を開放して、
お茶会や、手工芸、料理教室など盛り沢山な活動を企画
しています。
近隣にお住まいでも、初めて顔を合わせた方もおり、
今後地域の新たなゆんたく場として活躍しそうです。

地区担当
コーディネ

ーター
地域をつなぐ

とは?
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生活支援ボランティア　登録者募集

平成28年度 一般向け福祉協力員養成講座（1/18）
沖縄タイムス社販売店対象福祉協力員養成講座（1/23）

平成29年4月から那覇市介護予防・日常生活支援総合
事業がスタートします。那覇市社会福祉協議会ではその
事業の一つである「生活支援ボランティア」へ登録して頂
ける方を募集します。高齢者の“ちょっとした困りごと”の
お手伝いを、“できるときに、できることを、できる人が”行
う、身近な地域の支援活動です。尚、登録頂くには下記
の日時で行う養成講座の受講が必要です。詳しい内容は
お電話にてお問い合わせください。お待ちしております。

「平成28年度 一般向け福祉協力員
養成講座」「沖縄タイムス社販売店対
象福祉協力員養成講座」を行いました。
今年度は民生委員・児童委員の三年

の一度の一斉改選の年にあたり、改め
て養成講座を開催し、一般向けの更新
の方が21人、沖縄タイムス社販売店の
更新の方が49人となりました。福祉協
力員の情報交換会、民生委員・児童委
員との顔合わせ、定期的な会合への参
加等、課題はありますが、地域で気に
なる方を見つけたら、福祉協力員、民
生委員・児童委員とも連携をし見守り
活動の更なる充実強化につなげていき
たいと思います。
那覇市福祉協力員の皆様、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。

▲一般向け福祉協力員への委嘱交付
▲泉崎2丁目自治会の皆さん

▲沖縄タイムス社販売店対象福祉協力員養成講座

ペンタス花言葉
「希望がかなう」
「願い事」。星のよ
うな姿から、星に
願いをかける気
持ちをあらわした
もの。

講座日時：平成29年3月24日（金）13時～17時15分
申込期間：平成29年1月10日（火）～3月23日（木）17時迄

ふれあい・いきいきサロン「ペンタス花の会」開所!!
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