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「琉球民謡ボランティア」と「子ども食堂」をマッチング♪
　首里にある子ども食堂に琉球民謡の唄い手の比嘉いつみさん（写
真：右）と、お弟子さんの仲宗根彩乃さん（写真：左）が、子ども達に唄や
三線を披露するためボランティアとして来てくださいました。琉球民謡
特有の伸びのある歌声や音色に子どもも大人も魅了されました。
　比嘉さんは、幼い頃にお母様と行なった慰問公演をきっかけに三線を
本格的に学び始めたそうで、現在では三線と琉球民謡の師範、横笛・民
舞の演者として多岐にわたり活躍されています。参加した子ども達は、
三線の弾き方やサンバの鳴らし方を教わり、最後はカチャーシーを皆で
踊り楽しいひと時を過ごしました。
　比嘉さんは、新たに音楽療法を学び「セラピストとして沖縄のため、人のために貢献していきたい」と熱い想いを話されてい
ました。那覇市社協もそんな素敵なボランティアさんの活動を応援していきたいと思います！（首里地区コーディネーター・仲程）

　余興を盛り上げていただけるボランティアの方をご紹介します。お名前は惣慶長喜さん（写真右）で
す。惣慶さんは建設分野のお仕事をされています。ボランティア活動の経験も豊富で、普段のお仕事
（技術）を活かしたボランティア活動も引き受けてくださいます。なにより光輝くのがプロ級の歌三線
を披露し、イベントを盛り上げてくださる時です！！最近もある小規模高齢者施設の敬老会で披露いた
だき、短い時間でしたが、大いに沸き、利用者の皆さんを楽しませてくれました。（地域福祉課・高野）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

平成31年2月21日（木）・22日（金）に来沖される視覚障がい者4名と
一緒に観光地巡りをしながら、道中サポートしてくださる方を募集し
ています。4頭の盲導犬も同行しますので、犬との接触に差し支えな
い方を希望します。

2．視覚障がい者サポートボランティア

①障がい者支援
②平成31年2月21日（木）8：00～17：00/22日（金）9：00～17：00
③観光地（美ら海水族館、首里城、国際通り）
⑤1日あたり2名　⑦1）経験者　2）募集締切：11月末

点字書類を墨字（活字）の文章に置き換える作業を手伝ってくださる
ボランティアさんを募集しています。点字を読みますので、それを聞き
ながら、パソコンを使って文章を打ち込んでいただきます。パソコン
が得意な方、文章聞き取りが好きな方、お待ちしています！

1．ワープロ入力ボランティア

①ワープロ入力　②随時調整（1～2時間程度）　③那覇市内
⑤1名　⑦那覇市内にお住いの方を希望します

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備考歌・三線ボランティア

11月
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第4回那覇市訪問型サービスA従事者養成研修

開催日：平成31年1月17日(木)、25日(金)、31日(木) 計3日間
場所：那覇市総合福祉センター2階 大会議室
訪問型サービスAは、那覇市独自の訪問介護サービスで、掃除・洗濯等の家事支援に特化しています。食事や入浴介
助等の身体介護は行いません。
本サービスに就労を希望される18歳以上の方なら、無資格・未経験でもどなたでも受講できます。介護職に興味の
ある方はお気軽にお問合せください。(担当：神田・仲程・金城)

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
説明も行います。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



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.66
　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。

より地域密着型の子どもの
居場所づくりを目指して！！

“みんなで話そう！若狭のこと！”
ワークショップ開催！

あなたの町を良くするしくみ。赤い羽根共同募金運動 展開中

ふれあいデイサービス‘レク支援員’の活動紹介

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

ふれあいいきいきサロン『しあわせサロン』モニタリング！
　楚辺区自治会事務所で、平成22年から活動している「しあわせサロン」に
お邪魔しました。しあわせサロンの活動は毎月第4金曜日に隣近所同士が
声かけして集まり、口腔体操や色々なレク(ゲームや体操)を行った後に、軽
食をいただきながらユンタクをしています。これまで他所の地域から“参考
にしたい”と見学に来られている方もいるようですが、今後もモデル拠点と
して自分達が出来る範囲での楽しい活動に努めていくそうです。（真和志地
区コーディネーター・阿嘉）

　この度、那覇バスターミナルの裏に店を構える「ちねん
や～」にて、子ども食堂「泉崎子ども くわっち～や～」がス
タートしました!! これは、店主の「自分の持てる技術で地域
の子ども達のお腹を満たしたい」という熱い思いから始ま
り、地域の世代間交流の場を目指しています。
　当日は、目の前で握る寿司をメインに、子ども達の大好
物なからあげやデザートのかき氷まで、たくさんの料理で
もてなしてくれました。特に魚の解体ショーでは、ひときわ
大きい歓声があがり、子ども達のキラキラした目が印象的
でした。みんなでお腹いっぱい食べ、「来てよかった。次は
友達をもっと誘ってくる。」と満足気に帰っていきました。
　今後も、第3日曜日の15時～17時頃まで開店していま
す。ぜひ新バスターミナルの見学がてらに、ご家族でもお
友達同士でも、一緒に食べに来てください♪（小禄地区
コーディネーター・石垣）

　石嶺地域を皮切りに始まった「第４次地域福祉計
画・地域福祉活動計画」策定に向けてのワーク
ショップが、9/22(土)と10/14(日)に若狭地域を対
象に開催されました！
　若狭小学校区まちづくり協議会の協力のもと、地
域の良い所や生活課題等について活発な意見交
換が行われる中、参加した大学生からは、「若い世
代の自分達も、無理のないところから地域活動に
参加していきたい！」との頼もしい声も聞かれまし
た。このワークショップをきっかけに、新たな繋がり
が生まれると嬉しいです！
　このワークショップは、10/29(月)に仲井真地域
でも開催されました。今後も皆様の声を大事に、地
域福祉の推進に取り組んでまいります。(那覇地区
コーディネーター・保良)

　今年度の子どもの支援団体等へのサポート事業（那覇市
より受託）の取り組みのひとつに那覇市からの助成金を活
用して運営している子どもの居場所、15団体の中から3ヶ
所をモデル団体として、運営連携会議の新たな設置をすす
めています。
　地域との連携を深め、持続的な運営を図るため、より「地
域密着型」の子どもの居場所づくりを目指す仕組みづくり

がねらいです。9/8に開催された第1回目は、「こはぐら地域の子ども達のことを知ろう！」というテーマで、むつみふれあ
い広場を中心とする地域の関連団体（者）にお集まり頂き、地域マップを囲んで情報共有を図りました。「日頃から、地域
の子ども達の為に活動し、関心の高い皆様からのご意見は、本当に貴重で、心強く思った」との感想も寄せられ、これか
らの地域づくりに役立つものと確信できました。（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸・城間）

　各地で開催している「ふれあいデイサービス」
では、レクの時間を設けており、体操を中心に
ちょっとした運動を行っております。写真は、県
営上間団地「県営上間すこやか会」での様子で
す。椅子に座ったままでヨガのポーズをしたり、
ちゃーがんじゅう体操を先導してくださったゆみ
先生は、‘レク支援員’としてボランティア登録を
され、活動しています。‘レク支援員’は、随時募
集していますので、ご興味ある方は、ふれあいデ
イサービス担当職員までご連絡ください。（ボラ
ンティア担当：高橋）

　10月1日から全国一斉に始まった赤い羽根共同募金運動。那覇市でも、連日、市内各地で街頭募金等の共同募金運
動が展開されています。
　那覇市で集まった募金は、那覇市内を中心としたの福祉関連施設・団体の活動に使われ
ます。例えば、那覇市内では右記にある『ふれあい・いきいきサロン事業』（那覇市内54ヶ
所）などの地域で居場所づくりに活用しています。地域で居場所づくりをすることで、交流
の場になったり、引きこもりの防止にも繋がっています。
　街中で、共同募金の呼びかけを見かけたら、御協力をお願いいたします。（企画総務課・港川）

泉崎子ども くわっち～や～ 開店！
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　余興を盛り上げていただけるボランティアの方をご紹介します。お名前は惣慶長喜さん（写真右）で
す。惣慶さんは建設分野のお仕事をされています。ボランティア活動の経験も豊富で、普段のお仕事
（技術）を活かしたボランティア活動も引き受けてくださいます。なにより光輝くのがプロ級の歌三線
を披露し、イベントを盛り上げてくださる時です！！最近もある小規模高齢者施設の敬老会で披露いた
だき、短い時間でしたが、大いに沸き、利用者の皆さんを楽しませてくれました。（地域福祉課・高野）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

平成31年2月21日（木）・22日（金）に来沖される視覚障がい者4名と
一緒に観光地巡りをしながら、道中サポートしてくださる方を募集し
ています。4頭の盲導犬も同行しますので、犬との接触に差し支えな
い方を希望します。

2．視覚障がい者サポートボランティア

①障がい者支援
②平成31年2月21日（木）8：00～17：00/22日（金）9：00～17：00
③観光地（美ら海水族館、首里城、国際通り）
⑤1日あたり2名　⑦1）経験者　2）募集締切：11月末

点字書類を墨字（活字）の文章に置き換える作業を手伝ってくださる
ボランティアさんを募集しています。点字を読みますので、それを聞き
ながら、パソコンを使って文章を打ち込んでいただきます。パソコン
が得意な方、文章聞き取りが好きな方、お待ちしています！

1．ワープロ入力ボランティア

①ワープロ入力　②随時調整（1～2時間程度）　③那覇市内
⑤1名　⑦那覇市内にお住いの方を希望します

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備考歌・三線ボランティア

11月
平成30年 11月1日

那覇市ボランティア・
市民活動センター情報

［発行］社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会  TEL.098-857-7766  FAX.098-857-6052
〒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
市社協情報を
ゲット！！

第4回那覇市訪問型サービスA従事者養成研修

開催日：平成31年1月17日(木)、25日(金)、31日(木) 計3日間
場所：那覇市総合福祉センター2階 大会議室
訪問型サービスAは、那覇市独自の訪問介護サービスで、掃除・洗濯等の家事支援に特化しています。食事や入浴介
助等の身体介護は行いません。
本サービスに就労を希望される18歳以上の方なら、無資格・未経験でもどなたでも受講できます。介護職に興味の
ある方はお気軽にお問合せください。(担当：神田・仲程・金城)

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
説明も行います。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


