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　先日、西日本を襲った豪雨で被害に遭われた方のご冥福をお祈り
するとともに、被災された地域が一日も早く復興することを願って
おります。
　これからの時期は各地で催し物が多く開催されます。皆さんもお
近くの地域行事やイベント等へ足を運んでみてください♪（港川）

企画総務課

｢フードドライブ活動に
ついてのお願い｣

社協会員
紹介

社協職員
紹介

企画総務課は、今年度
12名の職員体制で業務

を行っています。業務内容としては、社協全体
の経理、庶務、備品等の貸出を担当しています。

また、自主財源の確保に向けた企画（チャリティ等）の開催や共同募金の
事務局、広報関係、重度心身障害者医療費貸付事業を行っています。
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那覇市社会福祉協議会
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　那覇市社会福祉協議会では、食糧支援の活動とい
たしまして、「フードドライブ活動」を行っております。
　フードドライブ活動とは、ご家庭にある保存可能
な食材（お米・缶詰類・レトルト食品・調味料）をはじ
め、ギフトパック（お中元・お歳暮等）を募り、福祉施
設・子ども食堂や、食料を必要としている方へ寄付
する為の活動です。
　那覇市社会福祉協議会事務局において、受取り
を行っております。多くの市民の皆様からのご寄贈
の程、よろしくお願い申し上げます。

寄附者ご芳名
1,940,185円

3,161,945円

平成30年6月21日～
平成30年8月20日
までの寄附金状況（敬称省略）

寄附金総額平成30年4月1日～
平成30年8月20日

一般寄附

香典返し

・那覇市社協OB会・光電気工事株式会社・脳外科
クリニックくだ・三重城団地自治会・具志堅光雄・
與那嶺静香・株式会社いなんせ典礼・一般社団法
人泊先覚顕彰会・金城美代子・匿名・第30回チャリ
ティゴルフ大会実行委員会

・上原徳子（故母 ツル子）

会員名：株式会社国際システム　代表者：代表取締役 木村 升（のぼる）
会員インタビュー
Q：どのような会社ですか？
A：株式会社国際システムは、昭和57年に設立されました。那覇市壷川に本社を構え、県内外で営業活動を行っ
ております。全国的な日本ユニシスのノウハウと技術力を活かしながら、サービスを展開できることが弊社の特
徴であり、技術革新のもとで、高品質な情報システムをお客様へ提供することを心がけています。
「国際システムに任せれば安心」をビジョンに、誠実・努力・奉仕の精神で、品質を重視し、お客様満足を追求して
参ります。変革なければ存続なしを合言葉に、人材を人財とし、社員と家族の幸せを大切にします。
Q：ありがとうございました。これからも頑張ってください！
A：今後ともよろしくお願い致します。
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　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21,108,729円の募金
が寄せられました。そのうち、13,556,000円は県内の福祉施
設整備や事業等に配分され、7,552,729円が那覇市内の福祉
事業等に活用されています。

　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
運動』が始まります。
それに先立ち、8月16日に那覇市
共同募金委員会運営委員会を開
催しました。
　運営委員会では、今年度の事業
計画並びに予算書（募金目標額）
が承認されました。
　10月1日からは市内各地で募金
運動が展開されます。市民の皆様のご協力をお願いいたします。

　那覇市共同募金委員会では、「平成30年7月豪雨」によって被災された方々への災害義援金
を募集しております。那覇市総合福祉センター２階にある那覇市共同募金委員会（那覇市社会
福祉協議会内）の事務局にて受付しております。受付期間は平成30年9月28日(金)までです。
ただし、被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
　集まった義援金は中央共同募金会を通じて被災地へお届けいたします。
　皆様のご協力をお願いいたします。

　資金造成を目的に開催しているチャリティゴルフ大会（安里昌利実行委員長）が7月9日沖縄
カントリークラブにて開催され、その報告会及び表彰式が８月１７日、市内ホテルで行われまし
た。大会長の城間幹子那覇市長は「福祉団体や関係者、企業の皆様から多大なご支援を賜り、
感謝申し上げます。」と述べられました。実績額は下記のとおりです。

・チャリティゴルフ大会収益金
 1,330,070円
 参加者256名、寄附57件（個人団体企業）
 賞品提供132件466点

【法人】法人課税対象所得から、寄附金の金額が控除（損金算入）
　　　されます。（法人税法第37条）
【個人】2000円以上の募金は所得税、住民税の両方から控除が
　　　受けられます。

多くのご協力
ありがとうございました！

募金種別 金額（円） 説 明
戸　別
職　域
街　頭
学　校
個　人
法　人
その他
合　計

自治会（各家庭）からの募金
従業員・社員からの募金
街頭呼びかけによる募金
小･中･高校生の児童生徒による募金
個人からの募金
企業・事業所からの募金
卓上募金箱等

1,974,774
4,373,080
1,258,313
1,572,089
4,043,937
6,970,651
915,885

21,108,729

寄附者には税制上の
特典があります！！

平成29年度募金実績

平成29年度 地域配分　7,552,729円（那覇市）内訳

民生委員児童委員活動費
2,061,000

自治会・地域活動への支援
1,608,729

見守り活動サロン・
緊急医療キット配布事業
925,000

ボランティア活動推進費
370,000

福祉関係団体等への配分
1,783,000

広報活動費
730,000

災害ボランティア設置訓練等
75,000

「平成30年7月豪雨」災害義援金の募集について

社協資金造成チャリティゴルフ大会へのご支援に感謝
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　「みんなで話そう！石嶺のこと！」をスローガンに7月26日に、石嶺小学校区まち
づくり協議会協力のもとワークショップが開催されました。
　ワークショップでは、交通のこと、子ども達の防犯、高齢者の買い物といった身
近な生活課題から「こんなものが地域にあったらいいなぁ～」といった希望の声
など、活発な意見が交わされました。次回は「自分達にできること」を考える課題
解決に向けたワークショップを開催いたします。皆様から頂きました貴重なご意
見は「地域の声」として「第４次那覇市地域福祉計画」策定に反映され、誰もが住

みよい地域づくりに活かされていきます。首里石嶺地域を皮切りにスタートしたワークショップは、今後、那覇地
区・真和志地区・小禄地区でも開催される予定です。ぜひ皆様の「声」をお聞かせください！（首里地区コーディ

ネーター・仲程）

かなぐすく児童館
金城老人憩の家 ★わくわくハッピーデイ 夏の大運動会★

　８月４日（土）児童館ゆうぎ室において３世代交流の大運動会が
行われました。
　デイサービス「あしびな～」の利用者をゲストに迎え、児童館の
子ども達と憩の家のおじいちゃん、おばあちゃんが赤組・白組に分
かれて競争しました。
　うちなぁぐちラジオ体操をかわきりに巨大ジェンガ、おもしろリ
レー、借り人競争など趣向をこらした種目にたくさんの笑顔がはじ
けて、大声援とともに盛り上がりを見せました。
　全員参加の玉入れやパン食い競争ではデイサービス「あしびな～」の皆さんも
一緒に競技を楽しみました。ご褒美にかき氷をもらった子ども達は「来年も参加し

たい!!」と早くも闘志をみせていました。（福祉施設課・仲真）

那覇市
ファミリー

サポートセンター
第35回 保育サービス講習会

地域福祉計画
ワークショップ 石嶺のまちと人とつながりを考えるワークショップ開催！

HSわかばの
活動 ホームヘルプステーション わかば

　7月17日（火）～20日（金）の4日間にわたって開
催された、協力会員養成の保育サービス講習会を
14人の受講生が終了しました。子どもの遊び、心・
身体の発達、小児看護、赤ちゃんのお世話、保育実
習等を受講しました。学んだ事柄をこれからのサ
ポートで活かし、地域で子育て中の皆様やお子様方を支えるサポーターとしてご活躍
を期待しております！次回の講習会は2月を予定しております。（ファミリー・サポート・
センター：泉）

サービス事　業…訪問介護・総合事業・障害福祉サービス・ガイドヘルパー
サービス提供日…月～日〈祝日含む〉
サービス提供時間…午前8時～午後6時 ※但し時間外については相談に応じます。

〈お問合せ先〉TEL 859-8383

　ご自宅で快適な生活が送れるように、有資格の介護職員がご自宅へお伺いし、身体介護
や家事支援サービスを提供します。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！ご利用者様の自立生活を支援します。

去る7月31日（火）、特別養護老人ホームゆがふ苑
の地域連携室にて平成30年度役員研修会及び第
33回定期総会が開催されました。研修では、那覇
市まちづくり協働推進課より宮内勇人氏を講師に
迎え「那覇市人材データバンク」についてお話しい
ただきました。第33回定期総会においては、平成
29年度事業・収支決算報告と平成30年度事業計
画を中心に共有し、児童・生徒へ福祉教育の推進に
ついて方向性や目的などを改めて話し合いました。
（ボランティア担当 高橋）

ボランティア募集
1098-857-7766

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 ボランティア担当：高橋

公益財団法人 沖縄県産業振興公社
株式会社 交建企画
那覇中央郵便局
那覇第3民生委員児童委員協議会
子ども生活福祉部 北部福祉事務所
保健医療部 北部保健所

ボランティアBOX取組団体
（8月受付団体）

1
2
3
4
5
6
平成30年7月13日～平成30年8月14日 ※順不同

（日常生活自立支援事業）

●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

・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。

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。

生活支援員になりませんか？

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。

株式会社 国際重機
一般社団法人 Kukuru
株式会社 近代美術
沖縄南部療育医療センター
那覇西民踊福祉サークル
首里第1民生委員児童委員協議会

7
8
9
10
11
12

平成30年度 役員研修会及び第33回定期総会の開催

ご自宅にて使わなくなったタオルがございましたら、是非ご提供をお願い致します。12月に開
催予定の‘歳末おそうじ隊’事業に使用させていただきます。

⑦窓口までお持ち願います。使い古しタオルの収集1

那覇市学校ボランティア
学習推進協議会

※企業・団体様を対象に収集ボランティアの詳細説明もお
こないます。ご希望の際は、857-7766（担当：高橋）までお
電話ください。訪問日程など調整させていただきます。
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見は「地域の声」として「第４次那覇市地域福祉計画」策定に反映され、誰もが住

みよい地域づくりに活かされていきます。首里石嶺地域を皮切りにスタートしたワークショップは、今後、那覇地
区・真和志地区・小禄地区でも開催される予定です。ぜひ皆様の「声」をお聞かせください！（首里地区コーディ

ネーター・仲程）

かなぐすく児童館
金城老人憩の家 ★わくわくハッピーデイ 夏の大運動会★

　８月４日（土）児童館ゆうぎ室において３世代交流の大運動会が
行われました。
　デイサービス「あしびな～」の利用者をゲストに迎え、児童館の
子ども達と憩の家のおじいちゃん、おばあちゃんが赤組・白組に分
かれて競争しました。
　うちなぁぐちラジオ体操をかわきりに巨大ジェンガ、おもしろリ
レー、借り人競争など趣向をこらした種目にたくさんの笑顔がはじ
けて、大声援とともに盛り上がりを見せました。
　全員参加の玉入れやパン食い競争ではデイサービス「あしびな～」の皆さんも
一緒に競技を楽しみました。ご褒美にかき氷をもらった子ども達は「来年も参加し

たい!!」と早くも闘志をみせていました。（福祉施設課・仲真）

那覇市
ファミリー

サポートセンター
第35回 保育サービス講習会

地域福祉計画
ワークショップ 石嶺のまちと人とつながりを考えるワークショップ開催！

HSわかばの
活動 ホームヘルプステーション わかば

　7月17日（火）～20日（金）の4日間にわたって開
催された、協力会員養成の保育サービス講習会を
14人の受講生が終了しました。子どもの遊び、心・
身体の発達、小児看護、赤ちゃんのお世話、保育実
習等を受講しました。学んだ事柄をこれからのサ
ポートで活かし、地域で子育て中の皆様やお子様方を支えるサポーターとしてご活躍
を期待しております！次回の講習会は2月を予定しております。（ファミリー・サポート・
センター：泉）

サービス事　業…訪問介護・総合事業・障害福祉サービス・ガイドヘルパー
サービス提供日…月～日〈祝日含む〉
サービス提供時間…午前8時～午後6時 ※但し時間外については相談に応じます。

〈お問合せ先〉TEL 859-8383

　ご自宅で快適な生活が送れるように、有資格の介護職員がご自宅へお伺いし、身体介護
や家事支援サービスを提供します。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！ご利用者様の自立生活を支援します。

去る7月31日（火）、特別養護老人ホームゆがふ苑
の地域連携室にて平成30年度役員研修会及び第
33回定期総会が開催されました。研修では、那覇
市まちづくり協働推進課より宮内勇人氏を講師に
迎え「那覇市人材データバンク」についてお話しい
ただきました。第33回定期総会においては、平成
29年度事業・収支決算報告と平成30年度事業計
画を中心に共有し、児童・生徒へ福祉教育の推進に
ついて方向性や目的などを改めて話し合いました。
（ボランティア担当 高橋）

ボランティア募集
1098-857-7766

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 ボランティア担当：高橋

公益財団法人 沖縄県産業振興公社
株式会社 交建企画
那覇中央郵便局
那覇第3民生委員児童委員協議会
子ども生活福祉部 北部福祉事務所
保健医療部 北部保健所

ボランティアBOX取組団体
（8月受付団体）

1
2
3
4
5
6
平成30年7月13日～平成30年8月14日 ※順不同

（日常生活自立支援事業）

●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

・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。

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。

生活支援員になりませんか？

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。

株式会社 国際重機
一般社団法人 Kukuru
株式会社 近代美術
沖縄南部療育医療センター
那覇西民踊福祉サークル
首里第1民生委員児童委員協議会

7
8
9
10
11
12

平成30年度 役員研修会及び第33回定期総会の開催

ご自宅にて使わなくなったタオルがございましたら、是非ご提供をお願い致します。12月に開
催予定の‘歳末おそうじ隊’事業に使用させていただきます。

⑦窓口までお持ち願います。使い古しタオルの収集1

那覇市学校ボランティア
学習推進協議会

※企業・団体様を対象に収集ボランティアの詳細説明もお
こないます。ご希望の際は、857-7766（担当：高橋）までお
電話ください。訪問日程など調整させていただきます。
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医療保険
療 養 費
支給申請
ができます！

沖縄本島全域、および宮古島、
伊良部島、石垣島、八重山諸島、
久米島、伊江島で訪問治療します。

病院と同じで

お
知
ら
せ

日時：平成30年10月11日（木）午後2時～4時半
会場：パレット市民劇場
内容：①社会福祉事業功労者表彰
　　 ②記念講演
講師：山野 良一（沖縄大学教員）
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関でお越しく
ださい。

日時：平成30年10月17日（水） 午前9時30分～12時
場所：沖縄セルラースタジアム那覇 1階大会議室　
内容：生活支援サポーターは那覇市内の高齢者宅を定期的に
訪問し、家事援助のボランティア活動を行っています。
事前申込できます。社協までお気軽にお問合せください。
（生活支援コーディネーター・神田）

那覇市では、障がい者相談支援事業を５法人で受託し、障がいがある方に関する相談支援を
行っています。「障がい福祉サービスについて知りたい」「自分は障がいがあるかもしれない」
「子どもの発達が気になる」「障がい特性により仕事が続かない」「お金の管理ができない」…
など、お気軽にご相談ください。ひとりで悩まないで、上手くいく方法を一緒に考えましょう。

9
月

10
月

11
月

12
月

8月3 0日（木）
～9月1日（土）
9月2 1日（金）
9月2 2日（土）
9月2 6日（水）
  ～2 8日（金）

12月 6日（木）
　  ～ 8 日（土）
12月16日（日）
12月22日（土）

10月  1日（月）
10月11日（木）

11月10日（土）
11月29日（木）
～12月1日（土）

巨大めいろ（金城児童館）

第6回 敬老の祝い（パレット市民劇場）
3児童館合同「とびだせ児童館」（上間小学校体育館）
金城・小禄老人福祉センター「ちゃーがんじゅう展」
（イオン那覇店）

赤い羽根共同募金出発式
第42回那覇市社会福祉大会（パレット市民劇場）

第11回かなぐすく地域福祉まつり（那覇市総合福祉センター）
巨大めいろ（識名児童館）

巨大めいろ（小禄児童館）

年末美化活動　ＣＧＧ運動
第35回芸能チャリティ公演

これからの社協及び関連行事

那覇市地域ふれあいデイ
サービス事業20周年記念
第6回 敬老の祝い

第42回 那覇市社会福祉大会

委託相談支援事業所による相談会

日時：平成30年１０月１1日（木）午前１０時～午後４時／会場：那覇市役所３階
参加事業所：那覇市障がい者支援センターゆいゆい（社協）、地域生活支援センターEnjoy、地域生活支援セン
ターなんくる、さぽーとせんたーｉ、相談支援事業所ひかり

第5回 那覇市生活支援サポーター養成講座

第１１回 かなぐすく地域福祉まつり

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・保育
サポート相談室を新設しています。（秘密は厳守で相談は無料です。）

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、それから契約の成立となれば生活支援員がお手伝いします。

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。

ボランティア活動・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。

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。

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。

❶生活福祉資金貸付事業

❷司法書士専門相談
❸人権困りごと相談室
❹定例行政相談所

毎月第２・第４金曜日の午後2時～午後4時（予約制）　
毎月第４金曜日の午後2時～午後4時
毎月第３金曜日の午前10時～12時

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

■ 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

ふれあい福祉相談室（貸付に関する事等） ボランティア活動・行事用保険の
問い合わせ

居宅介護支援事業

1８５７-７７８０

日常生活自立支援事業地域福祉権利
擁護センター

那覇市障がい者
生活センター

1857-4525

「ゆいゆい」 1891-8454
FAX 857-6052

1８５７-７７６６

1８９１-８２３６

デイサービス
あしびなー 1８５９-８３８３

■訪問介護 ■総合事業
■障がい福祉サービス
ご自宅に介護専門職が訪問し、身体介護及
び生活支援サービスを提供します。

ホームヘルプステーション
わかば 1859-8383

お
知
ら
せ

日時：平成30年9月21日（金）午後2時～4時
会場：パレット市民劇場
内容：ちゃーがんじゅう表彰・10年ボランティア表彰・
 開所より20年表彰・地域貢献表彰
ゲスト：ゆうりきや～
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関でお越しください。

日時：平成30年１１月１０日（土）
 午前10時～午後4時
会場：那覇市総合福祉センター
内容：①入居団体・金城老人憩の家・かなぐ
 すく児童館の展示や舞台発表
 ②あそびコーナー・食べ物コーナー
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関で
お越しください。
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医療保険
療 養 費
支給申請
ができます！

沖縄本島全域、および宮古島、
伊良部島、石垣島、八重山諸島、
久米島、伊江島で訪問治療します。

病院と同じで

お
知
ら
せ

日時：平成30年10月11日（木）午後2時～4時半
会場：パレット市民劇場
内容：①社会福祉事業功労者表彰
　　 ②記念講演
講師：山野 良一（沖縄大学教員）
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関でお越しく
ださい。

日時：平成30年10月17日（水） 午前9時30分～12時
場所：沖縄セルラースタジアム那覇 1階大会議室　
内容：生活支援サポーターは那覇市内の高齢者宅を定期的に
訪問し、家事援助のボランティア活動を行っています。
事前申込できます。社協までお気軽にお問合せください。
（生活支援コーディネーター・神田）

那覇市では、障がい者相談支援事業を５法人で受託し、障がいがある方に関する相談支援を
行っています。「障がい福祉サービスについて知りたい」「自分は障がいがあるかもしれない」
「子どもの発達が気になる」「障がい特性により仕事が続かない」「お金の管理ができない」…
など、お気軽にご相談ください。ひとりで悩まないで、上手くいく方法を一緒に考えましょう。

9
月

10
月

11
月

12
月

8月3 0日（木）
～9月1日（土）
9月2 1日（金）
9月2 2日（土）
9月2 6日（水）
  ～2 8日（金）

12月 6日（木）
　  ～ 8 日（土）
12月16日（日）
12月22日（土）

10月  1日（月）
10月11日（木）

11月10日（土）
11月29日（木）
～12月1日（土）

巨大めいろ（金城児童館）

第6回 敬老の祝い（パレット市民劇場）
3児童館合同「とびだせ児童館」（上間小学校体育館）
金城・小禄老人福祉センター「ちゃーがんじゅう展」
（イオン那覇店）

赤い羽根共同募金出発式
第42回那覇市社会福祉大会（パレット市民劇場）

第11回かなぐすく地域福祉まつり（那覇市総合福祉センター）
巨大めいろ（識名児童館）

巨大めいろ（小禄児童館）

年末美化活動　ＣＧＧ運動
第35回芸能チャリティ公演

これからの社協及び関連行事

那覇市地域ふれあいデイ
サービス事業20周年記念
第6回 敬老の祝い

第42回 那覇市社会福祉大会

委託相談支援事業所による相談会

日時：平成30年１０月１1日（木）午前１０時～午後４時／会場：那覇市役所３階
参加事業所：那覇市障がい者支援センターゆいゆい（社協）、地域生活支援センターEnjoy、地域生活支援セン
ターなんくる、さぽーとせんたーｉ、相談支援事業所ひかり

第5回 那覇市生活支援サポーター養成講座

第１１回 かなぐすく地域福祉まつり

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・保育
サポート相談室を新設しています。（秘密は厳守で相談は無料です。）

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、それから契約の成立となれば生活支援員がお手伝いします。

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。

ボランティア活動・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。

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。

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。

❶生活福祉資金貸付事業

❷司法書士専門相談
❸人権困りごと相談室
❹定例行政相談所

毎月第２・第４金曜日の午後2時～午後4時（予約制）　
毎月第４金曜日の午後2時～午後4時
毎月第３金曜日の午前10時～12時

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

■ 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

ふれあい福祉相談室（貸付に関する事等） ボランティア活動・行事用保険の
問い合わせ

居宅介護支援事業

1８５７-７７８０

日常生活自立支援事業地域福祉権利
擁護センター

那覇市障がい者
生活センター

1857-4525

「ゆいゆい」 1891-8454
FAX 857-6052

1８５７-７７６６

1８９１-８２３６

デイサービス
あしびなー 1８５９-８３８３

■訪問介護 ■総合事業
■障がい福祉サービス
ご自宅に介護専門職が訪問し、身体介護及
び生活支援サービスを提供します。

ホームヘルプステーション
わかば 1859-8383

お
知
ら
せ

日時：平成30年9月21日（金）午後2時～4時
会場：パレット市民劇場
内容：ちゃーがんじゅう表彰・10年ボランティア表彰・
 開所より20年表彰・地域貢献表彰
ゲスト：ゆうりきや～
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関でお越しください。

日時：平成30年１１月１０日（土）
 午前10時～午後4時
会場：那覇市総合福祉センター
内容：①入居団体・金城老人憩の家・かなぐ
 すく児童館の展示や舞台発表
 ②あそびコーナー・食べ物コーナー
＊駐車場がありませんので徒歩や公共交通機関で
お越しください。
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赤い羽根の目標額の
内容はコチラ

那覇市平成30年度目標額

41,361,000円
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　先日、西日本を襲った豪雨で被害に遭われた方のご冥福をお祈り
するとともに、被災された地域が一日も早く復興することを願って
おります。
　これからの時期は各地で催し物が多く開催されます。皆さんもお
近くの地域行事やイベント等へ足を運んでみてください♪（港川）

企画総務課

｢フードドライブ活動に
ついてのお願い｣

社協会員
紹介

社協職員
紹介

企画総務課は、今年度
12名の職員体制で業務

を行っています。業務内容としては、社協全体
の経理、庶務、備品等の貸出を担当しています。

また、自主財源の確保に向けた企画（チャリティ等）の開催や共同募金の
事務局、広報関係、重度心身障害者医療費貸付事業を行っています。

社会福祉法人
那覇市社会福祉協議会

〒901-0155 那覇市金城3-5-4　TEL.098-857-7766  FAX.098-857-6052
〈E-mail〉 info@nahasyakyo.org 　〈URL〉 http://www.nahasyakyo.org

発 

行

　那覇市社会福祉協議会では、食糧支援の活動とい
たしまして、「フードドライブ活動」を行っております。
　フードドライブ活動とは、ご家庭にある保存可能
な食材（お米・缶詰類・レトルト食品・調味料）をはじ
め、ギフトパック（お中元・お歳暮等）を募り、福祉施
設・子ども食堂や、食料を必要としている方へ寄付
する為の活動です。
　那覇市社会福祉協議会事務局において、受取り
を行っております。多くの市民の皆様からのご寄贈
の程、よろしくお願い申し上げます。

寄附者ご芳名
1,940,185円

3,161,945円

平成30年6月21日～
平成30年8月20日
までの寄附金状況（敬称省略）

寄附金総額平成30年4月1日～
平成30年8月20日

一般寄附

香典返し

・那覇市社協OB会・光電気工事株式会社・脳外科
クリニックくだ・三重城団地自治会・具志堅光雄・
與那嶺静香・株式会社いなんせ典礼・一般社団法
人泊先覚顕彰会・金城美代子・匿名・第30回チャリ
ティゴルフ大会実行委員会

・上原徳子（故母 ツル子）

会員名：株式会社国際システム　代表者：代表取締役 木村 升（のぼる）
会員インタビュー
Q：どのような会社ですか？
A：株式会社国際システムは、昭和57年に設立されました。那覇市壷川に本社を構え、県内外で営業活動を行っ
ております。全国的な日本ユニシスのノウハウと技術力を活かしながら、サービスを展開できることが弊社の特
徴であり、技術革新のもとで、高品質な情報システムをお客様へ提供することを心がけています。
「国際システムに任せれば安心」をビジョンに、誠実・努力・奉仕の精神で、品質を重視し、お客様満足を追求して
参ります。変革なければ存続なしを合言葉に、人材を人財とし、社員と家族の幸せを大切にします。
Q：ありがとうございました。これからも頑張ってください！
A：今後ともよろしくお願い致します。
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