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「那覇市訪問型サービスA」
従事者養成研修のお知らせ

　5月10日（木）、デイサービスあしびなーにて
3名のボランティアさんがそれぞれの得意分野
を披露して下さいました。慶田さん（写真中央）
は、福岡在住で、ふるさとである沖縄へ来る機
会があり、今回2つの紙芝居を用意して利用者
さんと言葉のキャッチボールをしながら読んで
いらっしゃいました。慶田さんは、福岡でもこの
活動を10年以上続けており、声のトーンや読む
早さなど、聞き心地が良く、利用者さんからも「上
手だね～！」との声があがっておりました。^ －＾
　約1時間の中で、利用者さんとのハーモニカ
のコラボもあり、たくさんの笑顔を見ることが出来ました。
　慶田さん、與古田さん、宮里さん、また是非来て下さいね～♪（ボランティア担当：高橋）

子どもの居場所「むつみふれあい広場」のご紹介
　「よく来てくれたねぇ♪どうぞどうぞ！」と温かな笑顔で
子ども達を迎えていたのは、一昨年の夏から、むつみふ
れあい会館で月一回のペースで子どもの居場所づくり
活動をしている子どもサポートチーム古波蔵のスタッフ
の皆さん。定例の活動日（毎月第2土曜日）に訪問すると、
会場いっぱいに広がるカレーの香りの中、大勢の人々で
大賑わいでした。「美味しいねぇ♪」と笑顔の親子や、友
達同士でデザートをもらいに来る子達…。たまたま同じ
テーブルについたおじいさんから戦争体験を聞いてい
る子どももいました。地域からの要望もあり、近々、学習
支援も展開していく予定とのこと。今後益々、子どもの

居場所として世代間交流を図る地域の拠点として、地域の皆さんに親しまれる場になっていくことでしょう。
　地域の皆さん！応援をよろしくお願いいたします。（子どもと地域をつなぐサポートセンター「糸」：城間えり子）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

年間を通して県内外の方から障がい者サポートについて相談をい
ただきます。サポートレベルは、ちょっとした付添いから介助に近い
サポートまで希望内容は様々です。障がいについてもっと知りたい、
介助経験がある、などご興味ある方、ご連絡をお待ちしております！

2.障がい者サポートボランティア募集

①障がい者サポート（主に視覚、下肢障がい者）　②都度調整
③県全域　⑤10名　⑦・16歳以上の方を募集
・活動中にかかる経費は依頼者負担

病院内での案内対応を行うボランティアさんを募集しています。
活動内容は、外来受診患者さんへの自動受付機や自動清算機の使
い方説明、1階フロアの案内、必要に応じて車いす介助などを行い
ます。面談及び2～3回の体験を通してから決めることも可能です
ので、ご興味を持たれた方はぜひご連絡ください。

1．案内ボランティア募集

①病院内での案内対応
②月曜～金曜（祝日除く）のお好きな曜日　③那覇市立病院
④あり　⑤2～3名　⑥活動または体験に入る前の面談必須
⑦病院内の受付時間は8：00～16：00です

ボランティア活動希望の方は、
ボランティアセンターへの登録
と活動保険加入をお願いして
おります。

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
訪問介護に興味のある方！大募集

「那覇市訪問型サービスA」って？
　要支援等の高齢者のお宅を訪問し、掃除・洗
濯・買い物代行などの生活支援を行う訪問型
サービス（1件につき1時間以内）です。
　食事や入浴の介助といった身体介護は行いません。
　本研修を修了すれば、ヘルパーの資格がなく
ても那覇市内の訪問型サービスA指定事業所で
就労することができます。（※就労を確約するも
のではありません）

【対象者】 当該養成研修の全日程を出席できる
  18歳以上の方
【受講料】 無料　
【日　程】 平成30年7月11日（水）～13日（金）計3日間
  午前9:00～午後16:00
  沖縄県三重城合同庁舎8階 特別研修室
  （てぃるる内 自治研修所側）

那覇市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:857-7766 FAX:857-6052
メール：sasaeai@nahasyakyo.org

お問合せ
受講

申し込み先

読み聞かせ
ボランティア

ボランティア担当：高橋

5月15日、古切手の贈呈式が那覇
市社会福祉協議会にて行われま
した。大同火災海上保険 株式会
社様は、毎年、古切手収集に取り
組んでおり、毎回たくさんの古切
手を持って来て下さいます。那覇
市社会福祉協議会職員一同より
感謝を申し上げます。

大同火災海上保険
株式会社 様

▲大同火災海上保険株式会社 様
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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。

地域をつなぐ

とは？
地区担当
コーディネーター

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

NO.63
　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。

　5月10日、大名第二団地自治会において、「那覇市福祉協力員養成講座」
を開催いたしました。大名第二団地自治会では各班長が地域見守り隊員とし
て、奇数月の自治会費集金で地域を回りながら気になる世帯への声かけ・見
守り活動をしています。
　今回の養成講座では、新たに班長になる方々へ、見守り活動についての勉強会と旧班長からこれま
での活動の状況報告が引き継がれました。定期的な訪問に加え、地域ふれあいデイサービスやふれあ
い・いきいきサロンを欠席した方の安否確認など、地域全体で見守り活動を行っていくそうです。
　大名第二団地自治会での見守り活動の強化に伴い、那覇市社協としても活動をサポートしていきた
いと思います。（首里地区コーディネーター：阿嘉）

　4月のある晴れた日、小禄高校裏手のカニ公園
では、4人の男性が黙々と花壇整備をしていました。
この活動は、数ヶ所の活動場所を拠点に除草や清
掃、植樹などを行う「NPOなごみ空間ネットワー
ク」の活動です。定期的に活動し、環境整備を通し
て地域づくりを行っています。
　作業が一段落つくと、コーヒーを飲みながら、大
谷選手の活躍話などで盛り上がっていました。一緒
に活動する仲間を募集していますので、ご興味の
ある方は、小禄地区コーディネーターまでお声かけ

下さい✿（小禄
地 区コーディ
ネーター：石垣）

5月12日は民生委員・児童委員の日

大名第二団地自治会 地域見守り隊
「那覇市福祉協力員養成講座」

　楚辺区自治会で毎月第4金曜日に行われている「しあわせ
サロン」は、今年で8年目を迎えました。設立当初から参加さ
れている方や近隣の自治会エリアにお住まいの方も参加し
ています。サロンの取り組みとしては、口の体操(早口言葉・
歌)や頭を使うゲーム、身体を動かすゲームを行い、軽食をと
りながらのゆんたくタイムとなりました。代表の西筋清治自
治会長は「みんながわきあいあいと楽しそうに活動している
のが嬉しい。ゆんたくは健康の秘訣！！」だと話していました。
皆さん楽しそうに参加しており、常に和やかな雰囲気で活動
されていました。
　市内の様々な場所で、地域交流等を目的にサロン活動が行
われています。サロンの活動場所、内容について気になる方は
那覇社協までお問い合わせ下さい♪(真和志地区コーディ

ネーター：嘉数)

楚辺区自治会「しあわせサロン」10年前から続く
 地域の清掃ボランティア

　「民生委員・児童委員」は、厚生労働大臣から委嘱された“地域の奉仕者”『誰も
が安心して生活できる地域作り』のために日々活動しています。5月12日は民生
委員・児童委員の日となっており、今年も那覇市民生委員児童委員連合会（会長：
新城ヒロ子）主催の広報啓発セレモニーを県民広場＆ＰＲ活動として一斉チラシ
配布をモノレール沿線上で実施しました。今年は9月27日・28日に第87回全国
民生委員児童委員大会（沖縄大会）が開催されます。より一層広く民生委員・児

童委員の存在や活動について理解を深めていただくために、広報啓発活動に力を入れていきたいと思います。
（那覇市民生委員児童委員連合会：前川）

那覇市立 上間小学校4学年 「福祉講話・体験学習」実施

赤い羽根共同募金感謝の集い

　5月16日、「福祉って なぁに？」をタイトルに福祉講話を行いました。
　また、5月18日には福祉体験（車いす・アイマスク）を行い、身近な生活環境を
違った目線で見た時に感じることや相手を思いやる心について、児童それぞれが
考えるきっかけづくりとなりました。（ボランティア担当：高橋）

　第1回のうれんマルシェ・チャリティーイベントが、去る3/24,25と31,4/1の二週
連続で、新しくオープンした「のうれんプラザ」にて開催されました。企業から提供さ
れた協賛品の売上の全額と募金箱に集まった金額は、総額でなんと501,152円!！
4/25の贈呈式で、那覇市こどものみらいプロジェクトと近隣の子どもの居場所2団
体（松尾2丁目自治会・活き活きサロンちゅら花）に半分ずつ、ご寄付頂きました。
Mr.KINJOグループ様から寄贈された沢山の学用品は、16ヶ所の居場所へお届け
しました。今後も関係機関や市場を利用する地域の方々との世代間交流等、継続的
な関わりと支援が大いに期待されます！どうもありがとうございました。（糸：城間）

　『平成30年度赤い羽根共同募金感謝の集い』が4月25日に開催され、共同募金への多
額寄付者や共同募金運動に功績のあった募金ボランティア、従事者等に功績を称え感謝・
表彰状を贈呈しました。これは、寄付者、募金ボランティア、受配団体が一堂に会しそれぞれ
の思いを共有し、共同募金への理解をより深めていただくことを目的としています。
　この日、那覇市共同募金委員会から推薦された、“61”の個人・団体・企業の皆さまが表彰され
ました。皆さま、おめでとうございました。また、毎年のご協力、誠にありがとうございます。

　今後も、皆さまの『赤い羽根共同募金運動』へのご理解とご協力をお願いいたします。（共同募金担当：港川）

地 区 担 当 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 通 信ボ ラ ン テ ィ ア ア ラ カ ル ト

のうれんプラザ商店会様より温かいご寄付と学用品の
寄贈がありました♪
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の思いを共有し、共同募金への理解をより深めていただくことを目的としています。
　この日、那覇市共同募金委員会から推薦された、“61”の個人・団体・企業の皆さまが表彰され
ました。皆さま、おめでとうございました。また、毎年のご協力、誠にありがとうございます。

　今後も、皆さまの『赤い羽根共同募金運動』へのご理解とご協力をお願いいたします。（共同募金担当：港川）

地 区 担 当 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 通 信ボ ラ ン テ ィ ア ア ラ カ ル ト

のうれんプラザ商店会様より温かいご寄付と学用品の
寄贈がありました♪



ボランティアセンターだより

ボランティア募集
1098-857-7766

那覇西民踊福祉サークル
沖縄県立 首里東高等学校
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日本郵便 株式会社 沖縄支社
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沖縄県庁 企画部
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マルヰ産業 株式会社
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那覇市沿岸漁業協同組合
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1098-857-7766 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.org
那覇市ボランティア・市民活動センター

E-mail
お気軽に

お問い合わせ
ください。

インフォメーション

「那覇市訪問型サービスA」
従事者養成研修のお知らせ

　5月10日（木）、デイサービスあしびなーにて
3名のボランティアさんがそれぞれの得意分野
を披露して下さいました。慶田さん（写真中央）
は、福岡在住で、ふるさとである沖縄へ来る機
会があり、今回2つの紙芝居を用意して利用者
さんと言葉のキャッチボールをしながら読んで
いらっしゃいました。慶田さんは、福岡でもこの
活動を10年以上続けており、声のトーンや読む
早さなど、聞き心地が良く、利用者さんからも「上
手だね～！」との声があがっておりました。^ －＾
　約1時間の中で、利用者さんとのハーモニカ
のコラボもあり、たくさんの笑顔を見ることが出来ました。
　慶田さん、與古田さん、宮里さん、また是非来て下さいね～♪（ボランティア担当：高橋）

子どもの居場所「むつみふれあい広場」のご紹介
　「よく来てくれたねぇ♪どうぞどうぞ！」と温かな笑顔で
子ども達を迎えていたのは、一昨年の夏から、むつみふ
れあい会館で月一回のペースで子どもの居場所づくり
活動をしている子どもサポートチーム古波蔵のスタッフ
の皆さん。定例の活動日（毎月第2土曜日）に訪問すると、
会場いっぱいに広がるカレーの香りの中、大勢の人々で
大賑わいでした。「美味しいねぇ♪」と笑顔の親子や、友
達同士でデザートをもらいに来る子達…。たまたま同じ
テーブルについたおじいさんから戦争体験を聞いてい
る子どももいました。地域からの要望もあり、近々、学習
支援も展開していく予定とのこと。今後益々、子どもの

居場所として世代間交流を図る地域の拠点として、地域の皆さんに親しまれる場になっていくことでしょう。
　地域の皆さん！応援をよろしくお願いいたします。（子どもと地域をつなぐサポートセンター「糸」：城間えり子）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

年間を通して県内外の方から障がい者サポートについて相談をい
ただきます。サポートレベルは、ちょっとした付添いから介助に近い
サポートまで希望内容は様々です。障がいについてもっと知りたい、
介助経験がある、などご興味ある方、ご連絡をお待ちしております！

2.障がい者サポートボランティア募集

①障がい者サポート（主に視覚、下肢障がい者）　②都度調整
③県全域　⑤10名　⑦・16歳以上の方を募集
・活動中にかかる経費は依頼者負担

病院内での案内対応を行うボランティアさんを募集しています。
活動内容は、外来受診患者さんへの自動受付機や自動清算機の使
い方説明、1階フロアの案内、必要に応じて車いす介助などを行い
ます。面談及び2～3回の体験を通してから決めることも可能です
ので、ご興味を持たれた方はぜひご連絡ください。

1．案内ボランティア募集

①病院内での案内対応
②月曜～金曜（祝日除く）のお好きな曜日　③那覇市立病院
④あり　⑤2～3名　⑥活動または体験に入る前の面談必須
⑦病院内の受付時間は8：00～16：00です

ボランティア活動希望の方は、
ボランティアセンターへの登録
と活動保険加入をお願いして
おります。

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
訪問介護に興味のある方！大募集

「那覇市訪問型サービスA」って？
　要支援等の高齢者のお宅を訪問し、掃除・洗
濯・買い物代行などの生活支援を行う訪問型
サービス（1件につき1時間以内）です。
　食事や入浴の介助といった身体介護は行いません。
　本研修を修了すれば、ヘルパーの資格がなく
ても那覇市内の訪問型サービスA指定事業所で
就労することができます。（※就労を確約するも
のではありません）

【対象者】 当該養成研修の全日程を出席できる
  18歳以上の方
【受講料】 無料　
【日　程】 平成30年7月11日（水）～13日（金）計3日間
  午前9:00～午後16:00
  沖縄県三重城合同庁舎8階 特別研修室
  （てぃるる内 自治研修所側）

那覇市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:857-7766 FAX:857-6052
メール：sasaeai@nahasyakyo.org

お問合せ
受講

申し込み先

読み聞かせ
ボランティア

ボランティア担当：高橋

5月15日、古切手の贈呈式が那覇
市社会福祉協議会にて行われま
した。大同火災海上保険 株式会
社様は、毎年、古切手収集に取り
組んでおり、毎回たくさんの古切
手を持って来て下さいます。那覇
市社会福祉協議会職員一同より
感謝を申し上げます。

大同火災海上保険
株式会社 様

▲大同火災海上保険株式会社 様

贈呈式

担当
神田・金城

研修
会場

ちょこっと
紹介

6月
平成30年 6月1日
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