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インフォメーション

　電気使用安全月間（8月1日～8月31日）期間中に、
「独居老人邸・福祉施設電気設備無料点検」が実施されました。那
覇市内では3件の独居高齢者宅を対象に電気配線のチェックや改
善作業を行ってくださいました。使いづらさや不安箇所の改善に
よって、普段よりも電気設備の環境や状態を意識するようになり
ました。当会からも感謝申し上げます。（ボランティア担当・高橋）

　毎年恒例となりました‘敬老の日’地域社会貢献活動が今年も9月17日、那覇市内の2
件を対象に行われました。手すりの設置をしたくても自費での施工は経済的な負担が大き
く諦めていました。特に「若い担当の方々が、まるで自分の孫のように感じる。」という独居
高齢者の感激の言葉が印象に残りました。T＆T様の企画と、細やかなお心使いに御礼申し
上げます。（小禄地区コーディネーター・上原）

夏休みのわくわく体験♪楽しい思い出になったね！
　日頃から社会貢献を目指している経営者で構成された「那覇南ロー
タリークラブ」や福祉サービス事業所「そてつの会」と「子どもの居場
所」との楽しいコラボ企画が2つ、計4回が下記の通り開催されました。
参加した子ども達からは、「おいしかった！」「また、参加したい」等、笑顔
溢れる場となりました。今後とも子ども達を通しての地域づくりへのご
協力をよろしくお願いいたします。（サポートセンター糸・城間）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

11月10日（土）「第11回 かなぐすく地域福祉まつり」が開催されます。
そこで、まつりの運営サポートとしてボランティアを募集しています。
まつり好きな方、一緒に盛り上げていきましょう！

2．イベントサポートボランティア

①まつり運営サポート　②11月10日（土）9：00～17：00
③那覇市総合福祉センター1階　⑤10名
⑦1）昼食・飲み物の用意あり
　2）参加時間の限りがある方はご相談ください。

県営天久高層住宅にて地域の方が集まってマージャンを行う際にパ
イの並び方、数字の呼び方や置き方など初歩的な知識を教えてくだ
さるボランティアさんを探しています。また、趣味で対局される方など、
お待ちしています！

1．麻雀ボランティア

①マージャンの基礎的知識提供 ②第5週目の木曜(10：00～12：00)
③県営天久高層住宅（那覇市銘苅1-18-73）
⑤1名　⑦年配者中心の集まりです。

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
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第5回 那覇市 生活支援サポーター養成講座
日時：平成30年10月17日（水） 9：30～12：00（受付9：15～）　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。
活動するには、本講座を修了後、登録していただく必要があります。詳しくは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）

　8月29日から9月4日にかけて、西日本豪雨災害で被害のあった広島県呉市安浦町の「くれ
災害ボランティアセンター安浦サテライト」の運営補助のために応援に行ってきました。県内だ
けでなく、全国からおよそ150人のボランティアが支援に来られていました。安浦サテライトの
特徴は地元の自治会長が積極的に協力してくださっており、ボランティアが活動で使う資機材
や活動するボランティアを送迎しておられました。床下の泥の撤去や重機が入らないと作業で
きないケースもあり、復興までの道のりはまだ時間がかかりそうです。（地域福祉課・高野）

ボランティア担当：高橋

※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。

受講生
募集中

（1）那覇南ロータリークラブプレゼンツ 子どもの居場所合同ランチ会
①8月6日(月) ②8月20日（月）　参加者 計265名
目的：那覇市の子ども達が一堂に集い、世代間の
交流を図り、一緒に楽しく「那覇の子」育てを盛り上げていくきっかけに
したい。　

1.那覇電気工事業協同組合

2.株式会社T&T

（2）おいしいピザを作ってみんなで食べよう！
①8月13日（月）②8月17日（金）　参加者 計36名
目的：食育を兼ねた福祉教育の一環として、ピザ作りを通し交流を図る。
自分好みのピザを考え作ることで、食べることの大切さや楽しさを体験。

くれ災害ボランティアセンター派遣に行ってきました

みんなで食べるとおいしいね

オリジナルのピザづくり！がんばるぞ～！！

※20日は那覇市長も
かけつけてくれました



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.65
　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。

　夏、真っ只中の８月１８日に、山下分譲住宅集会所において、
「エンジェル絵本協会」の協力による読み聞かせが行われま
した。集会所がリフォームされ使い勝手が良くなったことを
契機に、子ども会を中心に企画されたイベントです。
　「はらぺこあおむし」をはじめ、大型絵本など、この会でし
か出会えない物語に、子ども達は魅了されていました。また、語りかける読み方は新鮮で、読み聞かせの奥深さを感じ
たひと時となりました。エンジェル絵本協会さんの協力で素敵な夏の思い出ができたのではないでしょうか。社協は今
後も積極的に地域とボランティア団体をお繋ぎしていきます。（小禄地区コーディネーター・石垣）

夏休み防災まち探険を開催！！

素敵な読み語りにうっとり♫

子どもの居場所へたくさんの物品提供ありがとうございました♪

“ワクワクゆんたく食堂”OPEN！

平成30年度 地域見守り・交流会 開催！

　子ども達に「絵画技術を学び、皆で楽しく調理実習できる場を提供したい」という思い
から始まった夏休み企画イベントも、時代の経過と共に「夏休みの子ども達はちゃんと食
事を摂っているのか。宿題はどうしているのか。」という安否確認の要素が加わりました。
　今年度も垣花・小禄・小禄南小学校区において総勢120名の参加者があり大盛況でし
たが、一方でこの活動が様々な課題に直面していることも事実です。私達も引き続き応援
します！今後とも地域の皆様のご支援をよろしくお願い致します☆（小禄地区コーディネーター・上原）

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

小禄北地域福祉推進会「夏休み写生会・調理実習」

　石嶺小学校の通学路を中心に、親子でまちを探険しながら防災・防犯を学ぶ「夏休
み防災まち探険」を開催。親子連れ約30人が参加しました。石嶺公民館・地域包括支
援センター石嶺・那覇市社協の三者が協働で企画し、大地震や豪雨など大きな災害
に遭った時にどこへ逃げればいいか。ブロック塀の高い所や不審者が目撃されたと
いった危険性の高い場所や、危険を感じたときに駆け込む「こども110番の家」など
安全な場所の確認をしました。探険を終えた後はカラフルなシールや色鉛筆を使い、
オリジナルの安全マップを作成し「学校が避難場所ってことを初めて知った」など、学んだ知識や感想を発表しました。
　子どもの頃から防災・防犯を学び、普段の生活で意識することで「危機管理能力」を高め、生きのびる術を身に付け
て欲しいと思います。（首里地区コーディネーター・仲程）

　8月4日（土）、繁多川
市営住宅自治会集会

所において、“ワクワクゆんたく食堂”がOPENしました！地域の繋がりづくり・多世代
交流をコンセプトに、毎月第1・第3土曜日の12時から開催しています。地域のボラン
ティアの方が手作りした栄養満点の食事を食べながら、子どもから障害をお持ちの
方、高齢者、また団地外にお住まいの方等誰でもが参加できる居場所です！今後も、
参加者が益々増えることを期待しています。（真和志地区コーディネーター・垣花）

　8月18日(土) に、若狭公民館において、地域見守り交流事業による昼食会
が開催されました。これは、地域にお住まいの高齢者を招待し、食事をしながら
楽しく交流してもらうことを目的に、那覇第二民生委員児童委員協議会が中
心となって企画したものです。かぎやで風で幕開け、子ども達のエイサーや、あ
でやかなフラダンスなど数々の余興が行われ、参加された女性は「久しぶりに
友人と会えて嬉しい！」と笑顔で話されていました。この事業は赤い羽根共同募金の財源を活用しており、今後も各地区で
順次開催予定です。この交流会を機に、地域のつながりが広がっていくと嬉しいです！(那覇地区コーディネーター・上地)

金城小5学年
福祉体験実施
　去る9月26日（水）、那覇市立金城小学校
において、5学年を対象にアイマスク・車い
す体験を実施しました。体験終了後には以
前、道ですれ違った当事者の話をしてくれ
た子や、体験を通して気づいた点を発表し、
今後の調べ学習に向けて視野を広げる機
会になりました。（ボランティア担当・高橋）

繁多川地域で見守りボランティア
募集中！ 　繁多川自治会では地域見守り隊を結成し、地域
の見守り活動に取り組んでいます！繁多川地域は広域な為、現在は
4丁目に限定した活動となっています。見守り活動とは、お互い様の
気持ちで、気になる世帯へさりげない目配りや声かけを行うことで、
地域の中で発生する様々な問題を早めに発見・対応し、深刻化を防
ぐことを目的としています。

　見守り活動を通して、“地域の
繋がりづくり”を進めるにあたり、
見守りボランティアを募集中で
す！繁多川地域にお住まいの方で
関心をお持ちの方は、是非社協ま
でご連絡ください！（真和志地区
コーディネーター・垣花）

　7/14・15両日、コンベンションセンターで、日頃忙しく過ごしている女性が「健康・美
容・癒し」を体験体感できる第5回トータルビューティフェアが開催されました。主催者
（代表：ゴージャス理恵さん）の熱い想いで同時開催されたフードバンクには、来場者や
関係者からの沢山の食材（お米・レトルト食品・飲み物など）が集まり、那覇市内の子ども
食堂（居場所）へ寄贈していただきました。子ども達の為に有効活用されましたこと、お
礼とご報告を申し上げます。（サポートセンター糸・城間）
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気持ちで、気になる世帯へさりげない目配りや声かけを行うことで、
地域の中で発生する様々な問題を早めに発見・対応し、深刻化を防
ぐことを目的としています。

　見守り活動を通して、“地域の
繋がりづくり”を進めるにあたり、
見守りボランティアを募集中で
す！繁多川地域にお住まいの方で
関心をお持ちの方は、是非社協ま
でご連絡ください！（真和志地区
コーディネーター・垣花）

　7/14・15両日、コンベンションセンターで、日頃忙しく過ごしている女性が「健康・美
容・癒し」を体験体感できる第5回トータルビューティフェアが開催されました。主催者
（代表：ゴージャス理恵さん）の熱い想いで同時開催されたフードバンクには、来場者や
関係者からの沢山の食材（お米・レトルト食品・飲み物など）が集まり、那覇市内の子ども
食堂（居場所）へ寄贈していただきました。子ども達の為に有効活用されましたこと、お
礼とご報告を申し上げます。（サポートセンター糸・城間）



ボランティアセンターだより

ボランティア募集
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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

　電気使用安全月間（8月1日～8月31日）期間中に、
「独居老人邸・福祉施設電気設備無料点検」が実施されました。那
覇市内では3件の独居高齢者宅を対象に電気配線のチェックや改
善作業を行ってくださいました。使いづらさや不安箇所の改善に
よって、普段よりも電気設備の環境や状態を意識するようになり
ました。当会からも感謝申し上げます。（ボランティア担当・高橋）

　毎年恒例となりました‘敬老の日’地域社会貢献活動が今年も9月17日、那覇市内の2
件を対象に行われました。手すりの設置をしたくても自費での施工は経済的な負担が大き
く諦めていました。特に「若い担当の方々が、まるで自分の孫のように感じる。」という独居
高齢者の感激の言葉が印象に残りました。T＆T様の企画と、細やかなお心使いに御礼申し
上げます。（小禄地区コーディネーター・上原）

夏休みのわくわく体験♪楽しい思い出になったね！
　日頃から社会貢献を目指している経営者で構成された「那覇南ロー
タリークラブ」や福祉サービス事業所「そてつの会」と「子どもの居場
所」との楽しいコラボ企画が2つ、計4回が下記の通り開催されました。
参加した子ども達からは、「おいしかった！」「また、参加したい」等、笑顔
溢れる場となりました。今後とも子ども達を通しての地域づくりへのご
協力をよろしくお願いいたします。（サポートセンター糸・城間）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

11月10日（土）「第11回 かなぐすく地域福祉まつり」が開催されます。
そこで、まつりの運営サポートとしてボランティアを募集しています。
まつり好きな方、一緒に盛り上げていきましょう！

2．イベントサポートボランティア

①まつり運営サポート　②11月10日（土）9：00～17：00
③那覇市総合福祉センター1階　⑤10名
⑦1）昼食・飲み物の用意あり
　2）参加時間の限りがある方はご相談ください。

県営天久高層住宅にて地域の方が集まってマージャンを行う際にパ
イの並び方、数字の呼び方や置き方など初歩的な知識を教えてくだ
さるボランティアさんを探しています。また、趣味で対局される方など、
お待ちしています！

1．麻雀ボランティア

①マージャンの基礎的知識提供 ②第5週目の木曜(10：00～12：00)
③県営天久高層住宅（那覇市銘苅1-18-73）
⑤1名　⑦年配者中心の集まりです。

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

企業の社会貢献活動
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平成30年 10月1日
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〒901-0155 那覇市金城3-5-4 〈E-mail〉 info@nahasyakyo.org 〈URL〉 http://www.nahasyakyo.org

QRコードで
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第5回 那覇市 生活支援サポーター養成講座
日時：平成30年10月17日（水） 9：30～12：00（受付9：15～）　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。
活動するには、本講座を修了後、登録していただく必要があります。詳しくは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）

　8月29日から9月4日にかけて、西日本豪雨災害で被害のあった広島県呉市安浦町の「くれ
災害ボランティアセンター安浦サテライト」の運営補助のために応援に行ってきました。県内だ
けでなく、全国からおよそ150人のボランティアが支援に来られていました。安浦サテライトの
特徴は地元の自治会長が積極的に協力してくださっており、ボランティアが活動で使う資機材
や活動するボランティアを送迎しておられました。床下の泥の撤去や重機が入らないと作業で
きないケースもあり、復興までの道のりはまだ時間がかかりそうです。（地域福祉課・高野）

ボランティア担当：高橋

※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。

受講生
募集中

（1）那覇南ロータリークラブプレゼンツ 子どもの居場所合同ランチ会
①8月6日(月) ②8月20日（月）　参加者 計265名
目的：那覇市の子ども達が一堂に集い、世代間の
交流を図り、一緒に楽しく「那覇の子」育てを盛り上げていくきっかけに
したい。　

1.那覇電気工事業協同組合

2.株式会社T&T

（2）おいしいピザを作ってみんなで食べよう！
①8月13日（月）②8月17日（金）　参加者 計36名
目的：食育を兼ねた福祉教育の一環として、ピザ作りを通し交流を図る。
自分好みのピザを考え作ることで、食べることの大切さや楽しさを体験。

くれ災害ボランティアセンター派遣に行ってきました

みんなで食べるとおいしいね

オリジナルのピザづくり！がんばるぞ～！！

※20日は那覇市長も
かけつけてくれました


