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株式会社グリーンツールセンター

那覇市役所 市民税課

那覇西高等学校

石川外科クリニック

フレアス在宅マッサージ沖縄

那覇西民踊福祉サークル

沖縄県卸商業団地協同組合

首里東高等学校 ボランティア同好会

明治安田生命沖縄支所 那覇新都心営業所

那覇市識名老人福祉センター

那覇市小禄老人福祉センター

沖縄銀行労働組合

大蔵地域ふれあい会
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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。 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

［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！！

※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：神田・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。

生活支援サポーター養成講座を開催します！！

※順不同

那覇市ボランティア・
市民活動センター情報

　「自分の時間の１％を誰かのために」を合言葉に、第12回 生活支援サポーター
養成講座を開催します。
　生活支援サポーターとは、ちょっとしたゴミ出しやお掃除が困難となり、地域で
生活のしづらさを抱える高齢者の家事援助をボランティアで支えている方々です。
一昔前まで地域にあった「助け合いの心＝ゆいまーる」を皆さんの力で取り戻しませんか？

ボランティア募集
1098-857-7766

那覇市内小学校（新都心付近）へ通われている1学年生の学校登校時サポートをしてくださる方を探しています。近
くにお住いの方、朝の1時間ほど、ご支援よろしくお願い致します！

1．登校支援ボランティア募集

①登校支援サポート　②要相談（午前7時45分～）　③那覇新都心付近　⑤1～2名　⑦事前に顔合わせを行います。

①カラオケ教室及びサークルの手伝い　②毎週火曜日または月1回　③那覇市壷屋　または　栄町
④なし(要相談)　⑤若干名　⑥一緒にカラオケを楽しめる方を希望　⑦飲み物代(300円)が別途必要となる事があります。

那覇市地域包括支援センター安里で実施している教室及び住民主体のサークルの活動サポートができるボラン
ティアを募集します。

2．カラオケ教室及びサークル活動サポートボランティア募集

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：神田・高橋

インフォメーション 6月
令和元年 6月1日

　4月20日(土)、長田2丁目の“すくすく乳児園”内に子ども食堂がオープンしました！
　「地域にお住まいの単独世帯の高齢者や『孤食』をよぎなくされている子どもたちが、気軽に立ち寄れる温かいアッ
トホームな居場所を作りたい」と話す代表の津波さん。さっそく地域の方々も応援に駆けつけてくださっていました！
　個人の方からいただいたものや津波さんの畑で取れたお野菜で作られたお料理は、みなさんの気持ちがこもった
とてもおいしい栄養満点のメニューでした♪子どもたちも何回もおかわりしていました＾＾
　とてもにぎやかに始まったすくすく食堂。これからが楽しみです！（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：上原）
【すくすく食堂】 開催日：毎月第3土曜日 18：00～20：00　　電話番号：098-831-9330

来所くださり、BOX1箱ずついただきました。
誠にありがとうございます。今後とも、よろ
しくお願い申し上げます。

　4月27日（土）、地域での社会貢献活動として、
小禄老人福祉センター敷地内にてファーストラ
イディングテクノロジー 株式会社職員の有志
者13名が清掃活動を行いました。これまでも地
域での清掃活動を積極的に取り組んでおり、伸
びてきた草木の刈り取りやはしごを使って枝を
カットしていただき、すっきりと気持ち良い空間
になりました。那覇市社会福祉協議会からも御
礼申し上げます。（ボランティアコーディネー
ター：高橋）

企業の社会貢献活動 ～ファーストライディングテクノロジー 株式会社～

すくすく子ども食堂オープン！！

■日時：1回 令和元年7月10日（水）ｉｎ首里地区 10時～12時　沖縄県総合福祉センター4階研修室　
■日時：2回 令和元年7月31日（水）ｉｎ小禄地区 10時～12時　小禄老人福祉センター(かりゆしうるく) 大広間　　　
〈お問い合わせ〉857-7766（担当者：神田・浦崎）

贈呈式

▲首里東高等学校
　ボランティア同好会

▲明治安田生命沖縄支店
　那覇新都心営業所



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？
CSW（　　　　  ）コミュニティー

ソーシャルワーカー

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

NO.71
生活する上でちょっとした困り事を抱えている人の相談に応じて、解決
に向かうためのお手伝いをする『個別支援』と、子どもから高齢者まで、
みんなが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、見守りや支え合いの
ネットワーク作りを進める『地域づくり』を行っています！

平野区自治会「地域見守り隊」結成式（認証第43号）

コミュニティーソーシャルワーカー通信 ボ ラ ン テ ィ ア ア ラ カ ル ト

　「電動車いすの高さから写し出す風景！！友利とモー
リ おっさん二人の写真展」開催に向けて、事前準備の
写真フレーム製作を車いすユーザーと一般及び真和
志高等学校・那覇西高等学校の学生ボランティアさん
が協同で行いました。
　後半にはお茶を飲みながら交流し、障がいに対する
考え方や想いなどを話し合いました。今後もボランティ
ア活動を通して車いすユーザーと健常者がお互いを理
解し合い、支えあうキッカケづくりを推進していきま
す。（ボランティアコーディネーター：神田）

　「いっぱいありすぎて迷うねぇ～」と、あるスーパー
で、真剣に品物を選んでいる女性がいます。隣には、転
ばないようにしっかりと見守る方がいます。これは小禄
地域で展開されている「おろく買い物ボランティア」の
様子です。買い物に行きたいけど1人では不安、サポー
トがあれば自分で選んでみたい！そんな方々の願いを叶
えるべく、2年前に始まりました。
　小禄みなみ診療所と鏡原偕生園デイサービス、グ
ループホームつぼみの3事業所の職員さんが、送迎車
を使用しないスキマ時間帯に送迎付きで、買い物のサ
ポートをしてくださいます。車の乗り降りから荷物の運
搬まで手厚いサポートのおかげで、不安なく時間いっぱ
い買い物を楽しめる、とてもステキな仕組みです。気に
なる方、まずは社協までご相談ください！（小禄地区ＣＳ
Ｗ：石垣）

　日頃から子どもの居場所づくりに尽力くださってい
る運営団体に対し、以下の団体と個人の方からご寄付
の贈呈がありました！
①沖縄ライオンズクラブ様
　「感謝と奉仕」をスローガンに掲げる貴団体は、今年
創立60周年を迎えられ、4月5日(金)沖縄ハーバー
ビューホテルで記念式典を開催。その記念アクティビ
ティ目録贈呈式にて、30万円のご寄付をいただき心よ
り感謝致します。
②榎本義晴（京都在住）様
　沖縄転勤を経験され、いつも沖縄に心を寄せている
中、那覇社協ＨＰで「糸」を見つけたとのこと。社協へ来
所し、直接10万円をお届けくださり感激で一杯です。
「糸」を通して、しっかりとお届けします！（子どもと地域
をつなぐサポートセンター糸：城間）

　テントゥテン♪にぎやかに三線の音色が鳴り響く、土
曜の午後。小禄具志地域にあるデイサービスヤング
ハートで、周辺地域では初となる、サロン『たんぽぽ会』
（58ヶ所目）の開所式が行われました。あいにくの空模
様でしたが、多くの方々にご参加頂きました。また、はな
ぞの学童の子ども達が三線演奏で幕開けを盛り上げて
くれ、会は終始和やかに進みました。この会の代表であ
る下地秀子さんは、他地域で行われていたサロンがきっ
かけで民生委員になったというほど、強い思い入れがあ
り、開所を記念してステキな日舞も披露されていました。
　「たんぽぽ会」は毎月第３土曜の13時～15時の間で、
趣味の話から昔懐かしい話まで、ゆんたくを中心に和気
あいあいと交流しています。周辺にお住まいの方、ぜひ
お立ちよりください☆（小禄地区ＣＳＷ：石垣）

　4月25日（木）、平野区自治会にて平成最後の「地域見守り
隊」の結成式が行われました。平野区自治会のエリアでは、独
居高齢者や高齢夫婦のみの世帯が多く、真喜志会長をはじめ
地域の方々からも“見守りの必要性を感じている”と声があり
結成に至りました。自治会の班長を３ヶ月毎に輪番で交代して
おり、自治会費の集金をしながらご近所同士の繋がりを持っ
ています。今後も集金をしながら見守り訪問を行い、困った時
にSOSを言える“支え合い”“助け合い”の地域を目指すそうです。更に、見守り隊協力者と民生委員の渡具知洋子さん
で協力し、自治会員以外の世帯も見守り活動を行っていく予定です。（真和志地区CSW：阿嘉）

石嶺ハイツ自治会 地域見守り隊『シャレード』結成式（認証第４４号）
　以前から“高齢者が多いこと”や“坂道が多く生活課題となってい
る”など石嶺４丁目における地域の実情より見守り隊の必要性を感じ
ていたと石嶺ハイツ自治会の末吉ヒサ子会長。
　平成２９・３０年度の『地域福祉懇談会』『なはみまもりフォーラム』に
参加され、見守りに対する知識を深められ、自治会においても見守り
について勉強会を開催しました。令和元年５月１５日（水）見守り活動に
賛同した方々が集まり、地域見守り隊『シャレード』結成となりました。
　住民同士の繫がりがより一層深まるよう、私ども社会福祉協議会
も全力でサポートしていきたいと思います。（首里地区CSW：玉城）

サロン『たんぽぽ会』念願の開所

車いすユーザーとボランティアさんとの協同作業・交流

子どもの居場所への
温かいご寄付に感謝！！

おろく買い物ボランティア
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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。 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

［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！！

※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：神田・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。

生活支援サポーター養成講座を開催します！！

※順不同

那覇市ボランティア・
市民活動センター情報

　「自分の時間の１％を誰かのために」を合言葉に、第12回 生活支援サポーター
養成講座を開催します。
　生活支援サポーターとは、ちょっとしたゴミ出しやお掃除が困難となり、地域で
生活のしづらさを抱える高齢者の家事援助をボランティアで支えている方々です。
一昔前まで地域にあった「助け合いの心＝ゆいまーる」を皆さんの力で取り戻しませんか？

ボランティア募集
1098-857-7766

那覇市内小学校（新都心付近）へ通われている1学年生の学校登校時サポートをしてくださる方を探しています。近
くにお住いの方、朝の1時間ほど、ご支援よろしくお願い致します！

1．登校支援ボランティア募集

①登校支援サポート　②要相談（午前7時45分～）　③那覇新都心付近　⑤1～2名　⑦事前に顔合わせを行います。

①カラオケ教室及びサークルの手伝い　②毎週火曜日または月1回　③那覇市壷屋　または　栄町
④なし(要相談)　⑤若干名　⑥一緒にカラオケを楽しめる方を希望　⑦飲み物代(300円)が別途必要となる事があります。

那覇市地域包括支援センター安里で実施している教室及び住民主体のサークルの活動サポートができるボラン
ティアを募集します。

2．カラオケ教室及びサークル活動サポートボランティア募集

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：神田・高橋

インフォメーション 6月
令和元年 6月1日

　4月20日(土)、長田2丁目の“すくすく乳児園”内に子ども食堂がオープンしました！
　「地域にお住まいの単独世帯の高齢者や『孤食』をよぎなくされている子どもたちが、気軽に立ち寄れる温かいアッ
トホームな居場所を作りたい」と話す代表の津波さん。さっそく地域の方々も応援に駆けつけてくださっていました！
　個人の方からいただいたものや津波さんの畑で取れたお野菜で作られたお料理は、みなさんの気持ちがこもった
とてもおいしい栄養満点のメニューでした♪子どもたちも何回もおかわりしていました＾＾
　とてもにぎやかに始まったすくすく食堂。これからが楽しみです！（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：上原）
【すくすく食堂】 開催日：毎月第3土曜日 18：00～20：00　　電話番号：098-831-9330

来所くださり、BOX1箱ずついただきました。
誠にありがとうございます。今後とも、よろ
しくお願い申し上げます。

　4月27日（土）、地域での社会貢献活動として、
小禄老人福祉センター敷地内にてファーストラ
イディングテクノロジー 株式会社職員の有志
者13名が清掃活動を行いました。これまでも地
域での清掃活動を積極的に取り組んでおり、伸
びてきた草木の刈り取りやはしごを使って枝を
カットしていただき、すっきりと気持ち良い空間
になりました。那覇市社会福祉協議会からも御
礼申し上げます。（ボランティアコーディネー
ター：高橋）

企業の社会貢献活動 ～ファーストライディングテクノロジー 株式会社～

すくすく子ども食堂オープン！！

■日時：1回 令和元年7月10日（水）ｉｎ首里地区 10時～12時　沖縄県総合福祉センター4階研修室　
■日時：2回 令和元年7月31日（水）ｉｎ小禄地区 10時～12時　小禄老人福祉センター(かりゆしうるく) 大広間　　　
〈お問い合わせ〉857-7766（担当者：神田・浦崎）

贈呈式

▲首里東高等学校
　ボランティア同好会

▲明治安田生命沖縄支店
　那覇新都心営業所


