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 『 つながり ささえあう みんなの地域づくり 』

歳末たすけあい運動

　年末を間近に控え、今年も「つながり ささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに12月1日から1ヶ
月間、歳末たすけあい運動を展開します。歳末たすけあい運動は、支援を必要としている人々が安心して
新しい年を迎えて暮らすことができるよう実施している運動です。昨年度は、7,846,785円のあたたかい
募金が寄せられ、市内で生活に苦しむ困窮世帯や地域の交流活動などに活用させて
いただきました。
　今年度は、8,336,000円を目標額とし、生活困窮世帯や地域の交流事業などで活
用していきたいと思います。ぜひ、皆さまの善意をお寄せください。
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早いもので、今年もあと1ヶ月をきりました。皆さんはどのような1
年を過ごしたでしょうか。今年も社協は、多くの地域の皆様、関係機
関、企業の皆様と関わりながら地域福祉活動を推進してきました。
来年も多くの皆様と連携しながら、「市民の笑顔あふれる支え合い
のまち なは」を目指して役職員一丸となって頑張っていきます。皆
様、良いお年をお迎え下さい。（港川）

在宅福祉課～ホームヘルプステーションわかば～
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寄附者ご芳名
459,288円

3,611,233円

平成30年8月21日～
平成30年11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11月20日

一般寄附

香典返し

・喜屋武延子・波上宮宮司 渡慶次馨・三和金属株式会社
・宮城美笑子・東西海運株式会社・沖縄ガス株式会社
・金城信榮・国吉政勇
・那覇市保健所 保健総務課
・いなんせ典礼・匿名

・久部良 浩（故母 タマキ）

会員名：小規模多機能ホーム安岡　代表者：長堂 和男　管理者：園田 美紀
会員インタビュー
Q：どのような事業所ですか？
A：多機能型なので、通い、訪問、泊りを当事業所だけで、利用することができます。例えば、デイサービスをＡ事
　業所、訪問介護をＢ事業所、ショートステイをＣ事業所などと複数の事業所を利用されている方にとっては、と
　ても便利な事業所になっています。
　もちろん、通所のみの利用も可能で、いざと言う時の泊りは、ご家族の強い味方になり、喜んで頂いています。
Q：事業所として大切にしていることは何ですか？
A：高齢者が今まで通り、住みなれたご自宅で生きがいを持って生活できるお手伝いをモットーにしています。ま
　た、介護事業だけでなく、地域住民の居場所づくりにも積極的に取組んでいます。ひまわりカフェ（認知症カ
　フェ）は月1回開催し、どなたでも参加可能で、コーヒーを飲みながら介護の何でも相談を受け付けています。
　社協のふれあいデイサービス（ひまわりの会）や那覇市の地域で会食ユンタク事業などを行っています。

　デイサービスあしびなーには「生活相談員」がいます！
「生活相談員」とは、利用者様、ご家族、ケアマネジャー等と
の連絡などを行う窓口となる重要な役割で、なくてはならな
い存在です。
　デイサービスあしびなーでは3人の生活相談員がおりま
す。どうぞお気軽に声をかけてください。お待ちしてます。

　私たち『サービス提供責任者』は、利用者様の心
身状況を把握し訪問介護サービスの介護計画をた

て、ホームヘルパーへ指示・指導を行なっています。ケアマネジャーや関係
機関と連携し、利用者様が住み慣れた地域で暮らしていけるよう「まごこ
ろと安心」をお届けします！

元気、やる気、みさき
思いやりを大切にし
ています!

利用者様が安心し
て楽しく利用できる
よう日々奮闘して
います！

利用者様とご家族
様の希望を紡ぐお手
伝いをします！

～デイサービスあしびなー～
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大会長感謝
[多額寄付者 個人]（２名）　　・仲里政幸　　　・糸嶺篤秀　
[多額寄付者 団体]（3団体）　・ナザレ幼稚園　・大典寺　・ジーマグループ  

大会長表彰
［特別功労者 個人］（２名）　　・當間民江　・新垣栄助
［特別功労者 団体］（9団体）　・しいしゆうゆう　・じーぶゆがふ会　・いきいきゆんたくサロン
　・美田ふれあい会　・いいあんべー　・ちゅら花　・鳥堀町土曜会　・鳥堀町木曜会　・首里金城町自治会

[社会福祉事業 特別永年勤続功労者] 15名
民生委員・児童委員として１５年以上 4名　・仲地千鶴子　・照屋朝清　・髙山由美子　・我那覇生保　
社会福祉事業に２５年以上従事 11名
　・内間幸男　・當眞一子　・比嘉加代子　・下地聖子　　　・石堂綾子　・泉川美奈子
　・當山通子　・金城美枝　・仲宗根京子　・与那覇千賀子　・上間順子

[社会福祉事業 永年勤続功労者] 33名
民生委員・児童委員として９年以上 6名　
　・眞喜志修　・狩俣テリ子　・野里澄子　・赤嶺邦子　・玉寄文代　・平川清一　
社会福祉事業に１５年以上従事 27名
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　第４１回那覇市社会福祉大会（主催：那覇市・那覇市社会福祉協議会）が10月11日（木）にパレット市民劇
場にて開催されました。（参加者364名）
　第１部式典では社会福祉の推進に寄与された52名、12団体の顕彰を行いました（下記敬称省略）。また、第
2部では『子どもの貧困問題と地域の役割について』と題し、講師に沖縄大学人文学部教授 山野良一氏を迎
え盛会のうちに大会を終えました。

　去る9月21日(金)に、パレット市民劇場にて「第6回敬老の祝い」
を開催しました。今年度も、満90歳になられた方を『卒寿』として
80名の方を表彰いたしました。また、ボランティアで10年間、運営
協議会を支えていただいた45名を表彰いたしました。
　今年度は地域ふれあいデイサービス事業20周年を記念して、開
所以来20年を継続して運営している14ヶ所の拠点の皆様に「開
所20年表彰」と、日頃の活動拠点として協力してくださっている個
人・企業等に「地域貢献表彰」をいたしました。
　今回の「敬老の祝い」は、スペシャルゲストに「ゆうりきや～」のお二人をお招き
し、笑いで会場を盛り上げていただき、そしてご来場の皆様と一体となって、
ちゃーがんじゅう体操を楽しみました。（地域ふれあいデイサービス担当：玉城）

　生活支援サポーターは市内の高齢者宅を訪問して、掃
除やお片付けなどのお手伝いをボランティアで行ってい
ます。同サポーター養成講座を10月17日、30日に開催
しました。地域包括支援センター松川から照喜名様、同
かなぐすくの洲鎌様を講師にお招きし、センターの活動
や地域での高齢者への接し方について教えていただき
ました。今回、13名の方が新規登録してくださり、早速活
動されているサポーターさんもいらっしゃいます。2年目
を迎えたサポーター事業ですが、協力してくださるサ
ポーターさんを募集しています。詳しくは那覇市社会福
祉協議会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）

　首里金城町自治会地域見守り隊『石だたみ』の結成式が、多く
の地域住民が参加のもと11月4日（日）村屋にて行われました。
首里金城町には、琉球王朝の歴史が色濃く残る沖縄県指定文
化財としても有名な石畳があります。
　高齢となった住民の見守りや繋がりの必要性を感じ、慶佐次
興和自治会長や民生委員の岸本百合子さんが筆頭となり、今
回、地域見守り隊結成の運びとなりました。住み慣れた地域で、
安心して暮らせる地域づくりを目指して、首里金城町自治会の
皆様と共に取り組んで参りたいと思います。（首里地区コーディ
ネーター・玉城）

事業名 支出額 件数 事業内容

見舞激励金支給事業

広報誌の発行事業

紙オムツ支給事業

 支出合計

歳末お掃除隊・高齢者
等生活支援事業

地域見守り・ふれあい
昼食会開催事業

215

83

2

29

28

16

2,224,165

500,113

250,000

7,629,428

208,588

2,610,486

1,836,076

平成29年度事業実績表

第42回那覇市社会福祉大会

敬老の祝い 第6回 地域ふれあいデイサービス事業
20周年記念「敬老の祝い」

生活支援
サポーター 第5・6回 生活支援サポーター養成講座

首里金城町
自治会 地域見守り隊『石だたみ』結成式（認証第41号）

民生委員の調査をもとに生活困窮世帯（生活保護世帯除く）を対象にした
激励金を支給し、温かい新年を迎えて頂きます。

歳末たすけあい募金配分
金福祉活動助成事業(地域
ふれあい交流事業・福祉団
体・地域福祉支援事業等)

福祉団体、当事者団体、自治会等が年末年始の時期に子どもからお年寄り、
障がい者等との世代間交流活動や福祉団体・当事者による「クリスマス会」
や「新年の集い」等に対して助成支援するものです。

清掃関係の企業や電気保安協会の協力を得て、家内整理に困っている高齢
者や障がい者の自宅をボランティアが訪問し、住み良い環境の中で新年を
迎えてもらうことを目的に年末お掃除、古くなった電球交換点検や寝具の
洗浄等を実施します。

地域の民生委員の協力のもと一人暮らし高齢者の孤独感の解消、社会参加
を目的に「ふれあい昼食会」を市内16箇所に分かれて、公民館やホテル等を
利用して実施します。

在宅障がい者の生活支援とその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的
に、常時オムツを使用している方へプレゼントします。

社協10,000部×2カ月＝20,000部

1.

2.

3.

4.

5.

6.

　・安和省吾　　・名嘉優子　　・仲地美奈子　・寺澤民雄　　・仲宗根直子　・川崎ミチ子　・岩田芳明
　・安里建政　　・松本由香穂　・垣花泉　　　・前里勝美　　・鈴木育洋　　・山城さやか　・中村千里
　・渡久地美紀　・仲宗根麻見　・玉城りん子　・野原麻紀　　・赤嶺京美　　・長浜真弓　　・伊藝ふみえ
　・金城弘子　　・玉城弘美　　・當山哲也　　・我那覇奈々　・大城純　　　・金城優子
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清掃関係の企業や電気保安協会の協力を得て、家内整理に困っている高齢
者や障がい者の自宅をボランティアが訪問し、住み良い環境の中で新年を
迎えてもらうことを目的に年末お掃除、古くなった電球交換点検や寝具の
洗浄等を実施します。

地域の民生委員の協力のもと一人暮らし高齢者の孤独感の解消、社会参加
を目的に「ふれあい昼食会」を市内16箇所に分かれて、公民館やホテル等を
利用して実施します。

在宅障がい者の生活支援とその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的
に、常時オムツを使用している方へプレゼントします。

社協10,000部×2カ月＝20,000部

1.

2.

3.

4.

5.

6.

　・安和省吾　　・名嘉優子　　・仲地美奈子　・寺澤民雄　　・仲宗根直子　・川崎ミチ子　・岩田芳明
　・安里建政　　・松本由香穂　・垣花泉　　　・前里勝美　　・鈴木育洋　　・山城さやか　・中村千里
　・渡久地美紀　・仲宗根麻見　・玉城りん子　・野原麻紀　　・赤嶺京美　　・長浜真弓　　・伊藝ふみえ
　・金城弘子　　・玉城弘美　　・當山哲也　　・我那覇奈々　・大城純　　　・金城優子
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去る10月20日（土）、株式会社環境設計国建様による地域社会貢献活動の一環
で識名老人福祉センター・識名児童館敷地内の木の伐採、落ち葉取りを中心に
清掃活動が実施されました。今年で14回目となる周年事業とのことで、今年も
多くの職員が集まってくださり、台風後に残されていた腐敗物も一緒に除去し
ていただきました。
福祉施設を利用されている方からも喜びの声をいただいております。那覇市社
会福祉協議会からも心より御礼申し上げます。

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

那覇西民踊福祉サークル
沖縄県衣類縫製品工業組合
株式会社 国際重機
医療法人 翔南会 翔南病院
那覇市文化協会
那覇第3民生委員児童委員協議会

ボランティアBOX取組団体
（11月受付団体）

1
2
3
4
5
6
平成30年10月13日～平成30年11月9日

首里第2民生委員児童委員協議会
那覇地区老人クラブ連合会
那覇保護区保護司会
那覇市地域包括支援センター松川
大名町自治会
大晋建設 株式会社

7
8
9
10
11
12

那覇市曙の就労施設にて身体障がい者を対象にパソコンの操作方法全般をレクチャーしていただける方を募集して
います。パソコン起動するところからワードやエクセルのソフトの使い方など、触れた経験がある方を希望します。

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パソコン操作のレクチャー　②10：30～15：00間の1時間ほど　③那覇市曙　④あり
⑤1～2名　⑦1）昼食付　2）活動頻度については希望やご都合をお聞かせ願います

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

パソコン操作のレクチャーボランティア1

ワープロ入力ボランティア2

企業の社会貢献活動 株式会社 環境設計国建

※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。

去る10月29日（月）に大晋建設株式
会社様より、使用済み切手の寄贈が
ございました。日頃から継続的に取り
分けていただいており、とても嬉しく
思います。職員一同、心より感謝申し
上げます。

贈呈式

※順不同

ファミリー
サポート
センター

なないろまつりに参加しました！
　去る11月10日（土）、那覇市民体育館にて「なないろまつり 
～てとて つながる えがおのわ！～」（主催：那覇市）に参加して
きました。2年ぶりの開催とのことで、多くの方がお見えになり
大盛況でした。那覇市の子育て情報発信コーナー、おもちゃ作
りやダンスでからだを動かして遊べるあそびコーナー、紙芝居
実演やエプロンシアターとたくさんの絵本にであえる絵本
コーナー、育児講座や相談もできる赤ちゃんコーナーなど、お
子様も大人もゆったり楽しめるイベントでした。ファミサポでは
支援センターや児童館でのサポートも行うことができますので
依頼の際にご相談ください。（ファミリーサポートセンター・泉）

　10月21日に那覇市社協が経営するホームヘルプステーション
わかばの訪問介護サービスをご利用いただいておられる皆様と、
糸満にあるサザンビーチホテル＆リゾート沖縄へ行きました。この
集いは、わかばが平成12年のオープンから数えて18回目となり
ます。利用者様26名、ご家族様4名、ヘルパー34名の総勢64名
の参加がありました。
　日頃は、仕事の繋がりですが、その日は素敵な景色を堪能し、

私どものスタッフと自由に散策いただきながら、美味しいお食事と短い時間ではありまし
たが楽しいひと時を過ごされ充実した一日となりました。

地域福祉
まつり 第１１回 かなぐすく地域福祉まつり

　１１月１０日（土）に第１１回かなぐすく地域福祉まつりが開催されました。
　このまつりは那覇市総合福祉センターに入居している団体が中心となり、地域の企業や団体の皆様の協力により
運営・開催されています。
　オープニングでは金城中学校吹奏楽合唱部による演奏とファンファーレで開会宣言・テープカットが行われ、続く
はなまる保育園の園児たちのかわいいお遊戯に笑顔がいっぱいになりました。
　舞台では金城老人憩の家の講座・同好会を中心に金城児童館のダンス・那覇西
高校ダンス部・開邦高校生のアルトサックスデュオも加わり20演目が披露され、来
館者を楽しませました。
　沖縄そばやカレー、かき氷などの食べ物コーナーの他、豊見城警察署の協力によ
る警察体験、遊びコーナーやスタンプラリーと子どもたちの人気を集めていました。
　「かなぐすく地域福祉まつり」は利用者の日頃の活動の成果発表と地域との交流
の場として様々な取り組みを行ってまいりますので、今後ともご協力よろしくお願
い致します。（福祉施設課：仲真）

4 5
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去る10月20日（土）、株式会社環境設計国建様による地域社会貢献活動の一環
で識名老人福祉センター・識名児童館敷地内の木の伐採、落ち葉取りを中心に
清掃活動が実施されました。今年で14回目となる周年事業とのことで、今年も
多くの職員が集まってくださり、台風後に残されていた腐敗物も一緒に除去し
ていただきました。
福祉施設を利用されている方からも喜びの声をいただいております。那覇市社
会福祉協議会からも心より御礼申し上げます。

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

那覇西民踊福祉サークル
沖縄県衣類縫製品工業組合
株式会社 国際重機
医療法人 翔南会 翔南病院
那覇市文化協会
那覇第3民生委員児童委員協議会

ボランティアBOX取組団体
（11月受付団体）

1
2
3
4
5
6
平成30年10月13日～平成30年11月9日

首里第2民生委員児童委員協議会
那覇地区老人クラブ連合会
那覇保護区保護司会
那覇市地域包括支援センター松川
大名町自治会
大晋建設 株式会社

7
8
9
10
11
12

那覇市曙の就労施設にて身体障がい者を対象にパソコンの操作方法全般をレクチャーしていただける方を募集して
います。パソコン起動するところからワードやエクセルのソフトの使い方など、触れた経験がある方を希望します。

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パソコン操作のレクチャー　②10：30～15：00間の1時間ほど　③那覇市曙　④あり
⑤1～2名　⑦1）昼食付　2）活動頻度については希望やご都合をお聞かせ願います

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

パソコン操作のレクチャーボランティア1

ワープロ入力ボランティア2

企業の社会貢献活動 株式会社 環境設計国建

※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。

去る10月29日（月）に大晋建設株式
会社様より、使用済み切手の寄贈が
ございました。日頃から継続的に取り
分けていただいており、とても嬉しく
思います。職員一同、心より感謝申し
上げます。

贈呈式

※順不同

ファミリー
サポート
センター

なないろまつりに参加しました！
　去る11月10日（土）、那覇市民体育館にて「なないろまつり 
～てとて つながる えがおのわ！～」（主催：那覇市）に参加して
きました。2年ぶりの開催とのことで、多くの方がお見えになり
大盛況でした。那覇市の子育て情報発信コーナー、おもちゃ作
りやダンスでからだを動かして遊べるあそびコーナー、紙芝居
実演やエプロンシアターとたくさんの絵本にであえる絵本
コーナー、育児講座や相談もできる赤ちゃんコーナーなど、お
子様も大人もゆったり楽しめるイベントでした。ファミサポでは
支援センターや児童館でのサポートも行うことができますので
依頼の際にご相談ください。（ファミリーサポートセンター・泉）

　10月21日に那覇市社協が経営するホームヘルプステーション
わかばの訪問介護サービスをご利用いただいておられる皆様と、
糸満にあるサザンビーチホテル＆リゾート沖縄へ行きました。この
集いは、わかばが平成12年のオープンから数えて18回目となり
ます。利用者様26名、ご家族様4名、ヘルパー34名の総勢64名
の参加がありました。
　日頃は、仕事の繋がりですが、その日は素敵な景色を堪能し、

私どものスタッフと自由に散策いただきながら、美味しいお食事と短い時間ではありまし
たが楽しいひと時を過ごされ充実した一日となりました。

地域福祉
まつり 第１１回 かなぐすく地域福祉まつり

　１１月１０日（土）に第１１回かなぐすく地域福祉まつりが開催されました。
　このまつりは那覇市総合福祉センターに入居している団体が中心となり、地域の企業や団体の皆様の協力により
運営・開催されています。
　オープニングでは金城中学校吹奏楽合唱部による演奏とファンファーレで開会宣言・テープカットが行われ、続く
はなまる保育園の園児たちのかわいいお遊戯に笑顔がいっぱいになりました。
　舞台では金城老人憩の家の講座・同好会を中心に金城児童館のダンス・那覇西
高校ダンス部・開邦高校生のアルトサックスデュオも加わり20演目が披露され、来
館者を楽しませました。
　沖縄そばやカレー、かき氷などの食べ物コーナーの他、豊見城警察署の協力によ
る警察体験、遊びコーナーやスタンプラリーと子どもたちの人気を集めていました。
　「かなぐすく地域福祉まつり」は利用者の日頃の活動の成果発表と地域との交流
の場として様々な取り組みを行ってまいりますので、今後ともご協力よろしくお願
い致します。（福祉施設課：仲真）
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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

今年度も毎年恒例の、芸能チャリティ公演を開催いたします。
今回も、市内の老人福祉センターと、憩の家の利用者による舞台発表
と、今年の全国NHK合唱コンクールで銅賞を受賞した、石嶺小学校合
唱部の皆さんや、トランペットの演奏、さらにスペシャルゲストとして、
台湾出身の林美鈴さんによる、中国四川省劇の秘儀‘変面ショー’が演
じられます。変面ショーは、沖縄では見る機会はほとんど無いと思いま
すので、ぜひこの機会に会場へお越しください。（担当：山城・宮里）

日時：平成31年1月19日（土）10時～17時
※18日に前昼祭として
「ひやみかちカラオケまつり」を開催
場所：イオン那覇店

那覇市訪問型サービスAは、那覇市独自の訪問介護サービスです。これ
まではヘルパーさんなどの介護専門職が行っていた掃除や洗濯、買い物
といったいわゆる「家事」の部分のサービスを、一定の研修を修了した18
歳以上の方ならどなたでも担えるようになりました。訪問ヘルパーにご
興味のある方、ぜひご参加ください。（担当：神田・金城・仲程）

子育ての手助けをしたい方への育児サポーターを
養成します。
期間：平成31年2月19日（火）～22日（金）4日間
※2/21に保育所実習あり
場所：那覇市総合福祉センター 2階
問合せ：098-857-8991

12月  1日(土)
12月13日(木) ～15日(土)
12月16日(日)
12月20日(木)
12月22日(土)

1月18日(金)
1月19日(土)

2月  1日(金)～  2日(土)
2月  ７日(木)
2月  ８日(金)～  9日(土)
2月19日(火)～22日(金)

歳末たすけあい募金スタート
大めいろ（小禄児童館）
年末美化活動　ＣＧＧ運動
第37回那覇市民生委員児童委員大会
第35回芸能チャリティ公演

ひやみかちカラオケまつり
第8回うるく童まつり

第12回識名地域福祉まつり
見守りフォーラム2019
第10回うるく地域ふれあいまつり
保育サービス講習会

これからの社協及び関連行事

平成30年度 小禄児童館 大めいろ

第35回 芸能チャリティ公演

第4回 那覇市訪問型サービスＡ 従事者養成研修 受講生募集

第8回 うるく童まつり ～まじゅんあしばな～

2月度 保育サービス講習会
開催案内

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
■ 社会生活力を高めるための支援
■ 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

～ジブリがいっぱい～
日 に ち：平成30年12月13日（木）～15日（土）
受付時間：午前10時30分～11時30分  午後1時30分～4時30分
※団体は事前予約が必要です。詳しくは児童館まで
小禄児童館　857-5377

日　時：平成30年12月22日（土）12時
会　場：沖縄県立武道館アリーナ棟
入場料：1,000円 ※那覇市社会福祉協議会、各老人福祉センター、憩の家にてチケット発売中

日時：平成31年1月17日（木）、25日（金）、31日（木）9時～16時 全3日間
場所:那覇市総合福祉センター2階 大会議室

12
月

1
月

2
月

内容：地域の子ども達や団体の舞台
発表やあそび体験コーナー、エプロ
ンシアターなどを予定しています。
多くのご来場をお待ちしています！

りん みれい
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医療保険
療 養 費
支給申請
ができます！
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病院と同じで

お
知
ら
せ
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歳末たすけあい募金スタート
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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会費により作成されています。
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▲ もちつき交流会 ▲ 歳末お掃除隊

▲ クリスマスケーキ贈呈事業 ▲ 愛児幼稚園より缶詰の寄贈

 『 つながり ささえあう みんなの地域づくり 』

歳末たすけあい運動

　年末を間近に控え、今年も「つながり ささえあう みんなの地域づくり」をスローガンに12月1日から1ヶ
月間、歳末たすけあい運動を展開します。歳末たすけあい運動は、支援を必要としている人々が安心して
新しい年を迎えて暮らすことができるよう実施している運動です。昨年度は、7,846,785円のあたたかい
募金が寄せられ、市内で生活に苦しむ困窮世帯や地域の交流活動などに活用させて
いただきました。
　今年度は、8,336,000円を目標額とし、生活困窮世帯や地域の交流事業などで活
用していきたいと思います。ぜひ、皆さまの善意をお寄せください。

編
集
後
記

早いもので、今年もあと1ヶ月をきりました。皆さんはどのような1
年を過ごしたでしょうか。今年も社協は、多くの地域の皆様、関係機
関、企業の皆様と関わりながら地域福祉活動を推進してきました。
来年も多くの皆様と連携しながら、「市民の笑顔あふれる支え合い
のまち なは」を目指して役職員一丸となって頑張っていきます。皆
様、良いお年をお迎え下さい。（港川）

在宅福祉課～ホームヘルプステーションわかば～

社協会員
紹介

社協職員
紹介

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

寄附者ご芳名
459,288円

3,611,233円

平成30年8月21日～
平成30年11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11月20日

一般寄附

香典返し

・喜屋武延子・波上宮宮司 渡慶次馨・三和金属株式会社
・宮城美笑子・東西海運株式会社・沖縄ガス株式会社
・金城信榮・国吉政勇
・那覇市保健所 保健総務課
・いなんせ典礼・匿名

・久部良 浩（故母 タマキ）

会員名：小規模多機能ホーム安岡　代表者：長堂 和男　管理者：園田 美紀
会員インタビュー
Q：どのような事業所ですか？
A：多機能型なので、通い、訪問、泊りを当事業所だけで、利用することができます。例えば、デイサービスをＡ事
　業所、訪問介護をＢ事業所、ショートステイをＣ事業所などと複数の事業所を利用されている方にとっては、と
　ても便利な事業所になっています。
　もちろん、通所のみの利用も可能で、いざと言う時の泊りは、ご家族の強い味方になり、喜んで頂いています。
Q：事業所として大切にしていることは何ですか？
A：高齢者が今まで通り、住みなれたご自宅で生きがいを持って生活できるお手伝いをモットーにしています。ま
　た、介護事業だけでなく、地域住民の居場所づくりにも積極的に取組んでいます。ひまわりカフェ（認知症カ
　フェ）は月1回開催し、どなたでも参加可能で、コーヒーを飲みながら介護の何でも相談を受け付けています。
　社協のふれあいデイサービス（ひまわりの会）や那覇市の地域で会食ユンタク事業などを行っています。

　デイサービスあしびなーには「生活相談員」がいます！
「生活相談員」とは、利用者様、ご家族、ケアマネジャー等と
の連絡などを行う窓口となる重要な役割で、なくてはならな
い存在です。
　デイサービスあしびなーでは3人の生活相談員がおりま
す。どうぞお気軽に声をかけてください。お待ちしてます。

　私たち『サービス提供責任者』は、利用者様の心
身状況を把握し訪問介護サービスの介護計画をた

て、ホームヘルパーへ指示・指導を行なっています。ケアマネジャーや関係
機関と連携し、利用者様が住み慣れた地域で暮らしていけるよう「まごこ
ろと安心」をお届けします！

元気、やる気、みさき
思いやりを大切にし
ています!

利用者様が安心し
て楽しく利用できる
よう日々奮闘して
います！

利用者様とご家族
様の希望を紡ぐお手
伝いをします！

～デイサービスあしびなー～

潮
平
み
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き

金
城
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子

野
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子 沖縄ガス60周年記念寄附金贈呈式▶

社
協
の
ひ
ろ
ば

8


