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 『 みんなでささえあうあったかい地域づくりを！ 』

歳末たすけあい運動

　今年も年末を間近に控え、「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。歳末たすけあい募金は、支援を必要としている人々が安心し
て新しい年を迎え安心して暮らすことができるよう実施している募金です。昨年度は、8,224,484円のあ
たたかい募金が寄せられ、市内の生活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、8,610,000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ので、皆さまの善意をお寄せください。

歳末たすけあい運動
わかば 障がい福祉サービス 利用者の集い

ひやみかちカラオケまつり
うるく童まつり

第12回 識名地域福祉まつり
ファミサポ保育サービス講習会
第13回 うるく地域ふれあいまつり
なはみまもりフォーラム2020
第36回 芸能チャリティ公演

これからの社協及び関連行事
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早いもので、12月を迎えました。平成から令和へ。消費税が8%から
10%へ。2019年は色々な事が変わった年でした。皆さんはどのよ
うな1年を過ごしましたか。
今年も多くの皆様と共に地域福祉活動を推進してまいりました。ご
協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。来年もどう
ぞよろしくお願いいたします。（港川）
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寄附者ご芳名 673,016円令和元年8月16日～令和元年11月15日
までの寄附金状況（敬称省略）

1,451,653円寄附金総額平成31年4月1日～令和元年11月15日

・株式会社いなんせ典礼 ・那覇新都心竹あかり実行委員会 ・国際ソロプチミスト沖縄 ・新都心銘苅市営住宅自治会 ・那
覇保護区保護司会・県有地借地人組合・県営赤嶺団地自治会 ・半澤昌子・本願寺沖縄別院・㈱池原商事・サザン会実行
委員会 ・那覇商工会議所女性会・匿名

・上原順子（故・夫清次） ・久手堅憲和（故・母トシ） ・大村朝建（故・母栄子） ・㈱茶甚（故・祖母小山安子）

一般寄附

香典返し

那覇市ファミリーサポートセンターでは、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。
日時：令和２年 2月18日（火）～21日（金）４日間
場所：那覇市総合福祉センター ２階
問い合わせ：098-857-8991
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月
1
月

2
月

令和２年２月 保育サービス講習会 開催案内

日時：令和2年1月18日（土）午前11時～午後5時
場所：イオン那覇店（うるくスクウェア他）
内容：小禄地域の子ども達を中心とした舞台発表や２～３階の各コーナーに子

どもの遊び場を提供します。多くのご来場をお待ちしています。
　　 ※17日（金）は前昼祭として「ひやみかちカラオケまつり」を開催します。

第9回うるく童まつり～まじゅんあしばな～

月 日（曜日） 内 容

  1日（日）～31日（火）
15日(日)

17日(金)
18日(土)

  7日（金）～  8日（土）
18日（火）～21日（金）
21日（金）～22日（土）
22日（土）
24日（月）
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歳末たすけあい募金 活用事業

大会長感謝
[多額寄付者 個人]（１名）　　  ・仲里政幸
[多額寄付者 団体]（１１団体）　・ＪＡおきなわ真和志支店　・美空ひばりを歌う友の会　・合資会社 張本機械工業
・大典寺  ・有限会社 八陽　・宗教法人真如苑 沖縄支部　・末吉町自治会　・繁多川自治会　・字小禄自治会
・字鏡水自治会　・具志自治会
大会長表彰
［特別功労者 個人］（1名）　　・比嘉清永
［特別功労者 団体］（6団体）　・ふれあいデイサービス松尾　・久米1丁目ふれデイ　・いきいき真和志
・県営上間すこやか会　・県営鳥堀ふれあいクラブ　・学校法人尚学学園 沖縄尚学高等学校
[社会福祉事業 特別永年勤続功労者] 25名
民生委員・児童委員として１５年以上 12名　・瑞慶山良祐　・渡嘉敷良子　・嘉数春雄　・宮城美笑子　・髙良奈美子
　・菅原みさ子　・東新川香葉子　・安里千代子　・伊集栄子　・與座ユキ子　・新崎勲　・上原德子
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　第４3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9月20日（金）にパ
レット市民劇場にて開催されました。
　第１部の記念シンポジウムでは、「社会福祉法人等の公益的な取り組みについて」と題し、沖
縄県社会福祉事業団の金城敏彦理事長より基調講話をしていただきました。続いて、現在、先
駆的に地域貢献活動を実践している市内５団体の活動報告も合わせて行い、参加者からは大
変好評でした。また、第2部では社会福祉の推進に寄与された67名、17団体の表彰を行いまし
た（下記敬称省略）。

①見舞激励金支給事業
　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もらう。（昨年度184世帯に支給）
②自治会・福祉団体等への助成
　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。（昨年度83団体に助成）
③歳末おそうじ隊
　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中高生ボランティ
アが訪問し、良い環境の中で新年を迎えてもらうことを目的に年末のお掃除や、古くなった電球交換点検や寝具の洗浄
等を実施します。（昨年度19世帯）
④地域見守り交流事業
　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、社会参加を目的に配食や会食会を地域の公民館等
を利用して実施します。
⑤紙オムツプレゼント事業
　在宅で常時オムツを使用している方へプレゼントをすることにより、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実施します。（昨年度40人）

　10月20日(日)、“ホームヘルプステーションわかば”では「訪問介護 利用者の集い」を開催いたしました。豊見城市豊崎にある
沖縄菜園ビュッフェ・カラカラにて島野菜を中心としたメニューのランチバイキングを堪能し、和気あいあいと談話を楽しみまし
た。食後は「道の駅 豊崎」に立ち寄り、新鮮な野菜や果物、加工品、お土産等を購入するなど、利用者様からは「料理も美味しかっ
たし、野菜も買えて満足だったさー」というお言葉をいただきました。
　当日はあいにくのお天気でしたが、怪我もなく、皆様に喜んでいただきことができ、日頃とは違った雰囲気やにこやかなお顔が
見られ、心温まる交流の場となり充実した一日となりました。(在宅福祉課：親泊)　参加者：69名（利用者29名、ご家族2名、ス

タッフ38名）

　9月14日(土)にロワジールホテル那覇において、デイサービスあしびなー“令和元年度敬老会”を開催いたしました。参加利用
者様43名、ご家族様50名、ご来賓や職員を合わせて113名の盛大でとても賑やかな敬老会となりました。当日は利用者様の三
線や民舞の発表の他、職員の様々な余興、手工芸や絵画、書道などの作品展示、日頃の活動風景を写したスライドショー等を盛り
込み、涙あり、笑いありの中、大盛況で会を終える事ができました。敬老会開催にあたり、ご協力頂きました、お教室の先生や関係
者の皆様、本当にありがとうございました。
　来年は、那覇社協介護保険事業創立20周年
の大きな節目を迎えます。来年の敬老会も皆
様の健康と長寿をお祝いすると共に、創立20
周年も同時に、益々盛大な式典が行えるよう、
職員一丸となって取り組んで参ります！
（あしびなー：金城）

第43回那覇市社会福祉大会

かなぐすく
地域福祉まつり 第12回 かなぐすく地域福祉まつり

ホームヘルプ
ステーション
わかば

令和元年度 訪問介護利用者の集い

デイサービス
あしびなー “令和元年度敬老会”開催！！

社会福祉事業に２５年以上従事 13名
　・新垣絹江 ・伊志嶺達生 ・宮平多美子 ・新垣文子 ・親泊ゆかり ・上原明美 ・玉城佐登子
　・安里恵子 ・諸見里勝美 ・仲里直美 ・野崎昭子 ・原国おりえ ・上地哲司
[社会福祉事業 永年勤続功労者] 40名
民生委員・児童委員として９年以上 24名　
・永山眞知子 ・津嘉山のり子 ・金城千春 ・比嘉スミ子 ・新崎悦子 ・翁長初美 ・稲田洋子 ・渡具知洋子
・神村盛里 ・上里洋子 ・具志美千子 ・宮良友子 ・直井幸子 ・玉城成子 ・友寄安雄 ・本村ミヨ子
・波平文子 ・新垣貞弘 ・上原勉 ・羽地敏子 ・赤嶺洌江子 ・吉浜操 ・大城廣子 ・平良照子
社会福祉事業に１５年以上従事 16名
・鷲山明子 ・本田利美恵 ・宮城たまみ ・古波蔵朋江 ・山内勝 ・宮里保範 ・湧田和枝 ・崎濱恵利子
・赤嶺美代子 ・運天勢津子 ・宮城麻紀 ・上原和巳 ・伊良波優子 ・高江洲若子 ・田里なみ子 ・高野大秋

　１１月９日（土）に、第１２回かなぐすく地域
福祉まつりが開催されました。
　安村実行委員長・児童館のこども達の開
会宣言・テープカットの後、はなまる保育園
の園児たちのお遊戯でオープニングを飾り
ました。
　ステージは金城憩の家の講座・同好会を
中心に金城小学校音楽隊、金城児童館と那

覇西高校ダンス部・金城空手教室など23演目が披露され、来館者を楽しませていただきました。圧巻だったのは、沖縄県警察音
楽隊によるディズニーメドレー、那覇太鼓による道ジュネーエイサーからのカチャーシーで最後まで盛り上がりました。
　晴天にも恵まれ、食べ物コーナーや作品展示、健康・ビューティーコーナー、リサイクル販売、遊びコーナー、スタンプラリーな
ど多くの親子連れなどで賑わいました。
　「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おります。
今後とも皆さんの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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　第４3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9月20日（金）にパ
レット市民劇場にて開催されました。
　第１部の記念シンポジウムでは、「社会福祉法人等の公益的な取り組みについて」と題し、沖
縄県社会福祉事業団の金城敏彦理事長より基調講話をしていただきました。続いて、現在、先
駆的に地域貢献活動を実践している市内５団体の活動報告も合わせて行い、参加者からは大
変好評でした。また、第2部では社会福祉の推進に寄与された67名、17団体の表彰を行いまし
た（下記敬称省略）。

①見舞激励金支給事業
　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もらう。（昨年度184世帯に支給）
②自治会・福祉団体等への助成
　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。（昨年度83団体に助成）
③歳末おそうじ隊
　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中高生ボランティ
アが訪問し、良い環境の中で新年を迎えてもらうことを目的に年末のお掃除や、古くなった電球交換点検や寝具の洗浄
等を実施します。（昨年度19世帯）
④地域見守り交流事業
　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、社会参加を目的に配食や会食会を地域の公民館等
を利用して実施します。
⑤紙オムツプレゼント事業
　在宅で常時オムツを使用している方へプレゼントをすることにより、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実施します。（昨年度40人）

　10月20日(日)、“ホームヘルプステーションわかば”では「訪問介護 利用者の集い」を開催いたしました。豊見城市豊崎にある
沖縄菜園ビュッフェ・カラカラにて島野菜を中心としたメニューのランチバイキングを堪能し、和気あいあいと談話を楽しみまし
た。食後は「道の駅 豊崎」に立ち寄り、新鮮な野菜や果物、加工品、お土産等を購入するなど、利用者様からは「料理も美味しかっ
たし、野菜も買えて満足だったさー」というお言葉をいただきました。
　当日はあいにくのお天気でしたが、怪我もなく、皆様に喜んでいただきことができ、日頃とは違った雰囲気やにこやかなお顔が
見られ、心温まる交流の場となり充実した一日となりました。(在宅福祉課：親泊)　参加者：69名（利用者29名、ご家族2名、ス

タッフ38名）

　9月14日(土)にロワジールホテル那覇において、デイサービスあしびなー“令和元年度敬老会”を開催いたしました。参加利用
者様43名、ご家族様50名、ご来賓や職員を合わせて113名の盛大でとても賑やかな敬老会となりました。当日は利用者様の三
線や民舞の発表の他、職員の様々な余興、手工芸や絵画、書道などの作品展示、日頃の活動風景を写したスライドショー等を盛り
込み、涙あり、笑いありの中、大盛況で会を終える事ができました。敬老会開催にあたり、ご協力頂きました、お教室の先生や関係
者の皆様、本当にありがとうございました。
　来年は、那覇社協介護保険事業創立20周年
の大きな節目を迎えます。来年の敬老会も皆
様の健康と長寿をお祝いすると共に、創立20
周年も同時に、益々盛大な式典が行えるよう、
職員一丸となって取り組んで参ります！
（あしびなー：金城）
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あしびなー “令和元年度敬老会”開催！！
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　・安里恵子 ・諸見里勝美 ・仲里直美 ・野崎昭子 ・原国おりえ ・上地哲司
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総合
防災訓練 那覇市総合防災訓練に参加しました！ 地域ふれあい

デイサービス
第7回 敬老の祝いを開催！！

「にーこー＆ゆーいー」※「にーこー（笑顔）」「ゆーいー（結・つながり）」
子どもの居場所のマスコットキャラクター決定！

ボランティア 令和元年九州北部豪雨災害 派遣活動報告

　九州ブロック社協相互応援協定に基づき、9月14日～9月19日の期間に、豪雨災害（8月27日）のあった佐賀県の大町町災害
ボランティアセンターへ派遣され運営支援を行いました。地元の大町町社協職員と九州の各県から派遣された社協職員と協力
しながら、被災された方々の困りごとを調査し、その困りごとに対して県内外から支援したいと集まったボランティアさんを繋げ
るなどの役割を担いました。主な困りごとには泥に浸かった家財等の拭き掃除、床下の清掃活動など様々でしたが、一部の地区
では工場からの油流出もあり、避難所生活も含め、支援活動は長期化することが予想されます。わずかな派遣期間でしたが、
被災された方々が1日でも早く安心した生活が過ごせるよう心より願っています。（ボランティアコーディネーター：神田）

　10月26日(土)に行われた那覇市総合防災訓練（避難所設置運
営訓練）において、災害ボランティアセンターについて紹介したパ
ネルの展示ブースを開設しました。大規模災害等が起こった時、
市の要請を受けて那覇市社協が災害ボランティアセンターの運
営を担います。その災害ボランティアセンターがどのような動き
をするのか、実際に災害があった地域の状況も含めて紹介しまし
た。そして、それらの運営費は、皆様からいただく赤い羽根共同
募金を財源としていることから、募金への協力もお願いしました。
多くの方に足を運んでいただき、『自助』『互助』『公助』について
改めて考えを深める１日となりました。(那覇地区ＣＳＷ:保良)

　9月30日にパレット市民劇場にて、『第7回敬老の祝い』を開催しま
した。プログラムの前半では、90歳になられた方々84名と10年ボラ
ンティア28名、開所20周年の17ヶ所の表彰を、多くの来場者に祝福
されて行われました。
　今回、90歳表彰者の写真が舞台中央に大きく写し出された演出が
大好評でした。これは、学校法人琉美学園沖縄写真デザイン工芸学校
（白岩直明校長先生・滝畠豊美講師・生徒14名）が7月～9月にかけて
撮影していただいたものです。ありがとうございました。
　後半では、「元ちゃんのぬちぐすいタイム」で前川守賢さんと90歳に
なられた9名とレクスタッフの皆さんで“かなさんどー”の踊りを披露し、来場者からは「敬老の方に舞台へ華を添えてあり
がとう」と感謝の言葉をいただきました。
　元ちゃんの歌・三線で会場は盛り上がり、ちゃーがんじゅう体操を会場全員でおどり、カチャーシーでは、来場者が次々と
舞台へ上がり、興奮冷めやらぬ中、ふれデイらしい雰囲気でお開きとなりました。いつまでも、ちゃーがんじゅうで世界一
の長寿沖縄を復活させましょう。（地域ふれあいデイサービス：上地）

　明け方は肌寒くて目覚める日が増え、秋がやってきたなぁ～と感じる11月のはじめ。小禄地区では第24回小禄地区大運動会
が開催されました。私たち那覇社協では例年職域リレーに出場しておりますが、今年は新たな企画でも協力させて頂きました。
　その名も題して『なぞ解き防災スタンプラリー』です！外で災害に遭遇したとき安全な避難場所はどっち？など、災害にちなんだ
クイズを解きながらスタンプを集めるというもの。最後には景品も用意し、楽しみながら学べる内容で、予想以上に多くの子ども
達が参加し大盛りあがりとなりました！台風19号による被害など各地で悲しいニュースが後を絶ちませんが、沖縄での有事に備
えるきっかけになるよう今後も地域に発信していきます！（小禄地区CSW：石垣）

小禄地区
大運動会 防災スタンプラリーin小禄地区大運動会

　子どもと地域をつなぐサポートセンター糸では、“地域の子は地域で見守ろう”と市内の子
どもの居場所支援と、『地域づくり』に取り組んでおります。また、地域からの信頼と認知度を
高めるための居場所のネットワーク化も進めています。その子どもの居場所ネットワークを応
援するためにマスコットキャラクターの公募を行いましたところ、県内外から33点の応募があ
りました。選考委員会や居場所からの人気投票を経て、兵庫県在住の窄口真吾様の作品に決
定しましたのでご報告いたします。採用された作品は、「子どもの居場所マスコットキャラク
ター」として各居場所に設置する、のぼりやリーフレット、本会の広報誌やホームページ、SNS、グッズなど様々な機会に活用さ
せていただきます。応募された皆様、ご協力大変有難うございました！（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間）

今年度、20周年を迎えた運営協議会が17ヶ所あります。今回は真和志地区の５ヶ所を紹介します。

安里金満ゆんたく会
安里会館：第1・3・4木曜日
午前10時～12時

繁多川地域ふれあいデイサービス
繁多川公民館：第2・3・4木曜日

午前10時～12時

真嘉比やーにんじゅ会
真嘉比自治会館：第1・2・4火曜日

午前10時～12時

国場うじねーの会
国場自治会館：第1・3水曜日

午前10時～12時

繁多川高層若水会
県営繁多川住宅集会所：第1・3・4水曜日

午後2時～4時

子どもの
居場所

▲佐賀県内外から集まったボランティア ▲車が浸かる程、被害が大きかった地区

4 5
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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

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報ボランティア募集

1098-857-7766
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

那覇市こどもみらい課
社会福祉法人葦の会 オリブ山病院

ボランティアBOX取組団体（11月受付団体）
1
2

医療法人さつき会 さつき歯科クリニック
株式会社国際重機

3
4

　那覇市では外国の方へのちょっとした通訳サポートや、音楽を演奏して高齢者とふれあう余興ボランティア活
動などが求められています。是非、あなたのやりたいこと・できることを活かして本会のボランティアセンターへ
の登録と活動保険加入をよろしくお願い申し上げます。

個人＆団体ボランティア登録しませんか？

※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：神田）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。

お
知
ら
せ

　お掃除や買い物などのちょっとした家事支援
（１回30分程度）で高齢者の暮らしをお手伝いす
る有償ボランティア「生活支援サポーター」の養
成講座が10月10日と31日に開かれ、新たに17
人の市民が生活支援サポーターに登録していた
だきました。
　地域で暮らすお年寄りを近所の人で支えあう
仕組みで、今回で延べ120人の登録となりまし
た。現在は12人のサポーターが依頼のあった高
齢者宅を訪れ、清掃や買い物代行などを担って
います。
　本年度に計画していた４回の養成講座はすべて終わりましたが、今後も引き続き、生活支援サポーターやボ
ランティアの養成に取り組んでいきますので、興味がある人は気軽にお問い合わせください。
（生活支援コーディネーター：浦崎）

生活支援サポーター 新たに17人が登録～10月の養成講座～
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

順不同

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。

ボランティア担当：神田・高橋
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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

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報ボランティア募集

1098-857-7766
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

那覇市こどもみらい課
社会福祉法人葦の会 オリブ山病院

ボランティアBOX取組団体（11月受付団体）
1
2

医療法人さつき会 さつき歯科クリニック
株式会社国際重機

3
4
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お
知
ら
せ
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▲ 歳末おそうじ隊 ▲ もちつき交流会

▲ クリスマスケーキ贈呈事業 ▲ 愛児幼稚園より缶詰の寄贈

 『 みんなでささえあうあったかい地域づくりを！ 』

歳末たすけあい運動

　今年も年末を間近に控え、「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。歳末たすけあい募金は、支援を必要としている人々が安心し
て新しい年を迎え安心して暮らすことができるよう実施している募金です。昨年度は、8,224,484円のあ
たたかい募金が寄せられ、市内の生活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、8,610,000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ので、皆さまの善意をお寄せください。

歳末たすけあい運動
わかば 障がい福祉サービス 利用者の集い

ひやみかちカラオケまつり
うるく童まつり

第12回 識名地域福祉まつり
ファミサポ保育サービス講習会
第13回 うるく地域ふれあいまつり
なはみまもりフォーラム2020
第36回 芸能チャリティ公演

これからの社協及び関連行事

編
集
後
記

早いもので、12月を迎えました。平成から令和へ。消費税が8%から
10%へ。2019年は色々な事が変わった年でした。皆さんはどのよ
うな1年を過ごしましたか。
今年も多くの皆様と共に地域福祉活動を推進してまいりました。ご
協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。来年もどう
ぞよろしくお願いいたします。（港川）

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 673,016円令和元年8月16日～令和元年11月15日
までの寄附金状況（敬称省略）

1,451,653円寄附金総額平成31年4月1日～令和元年11月15日

・株式会社いなんせ典礼 ・那覇新都心竹あかり実行委員会 ・国際ソロプチミスト沖縄 ・新都心銘苅市営住宅自治会 ・那
覇保護区保護司会・県有地借地人組合・県営赤嶺団地自治会 ・半澤昌子・本願寺沖縄別院・㈱池原商事・サザン会実行
委員会 ・那覇商工会議所女性会・匿名

・上原順子（故・夫清次） ・久手堅憲和（故・母トシ） ・大村朝建（故・母栄子） ・㈱茶甚（故・祖母小山安子）

一般寄附

香典返し

那覇市ファミリーサポートセンターでは、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。
日時：令和２年 2月18日（火）～21日（金）４日間
場所：那覇市総合福祉センター ２階
問い合わせ：098-857-8991

12
月
1
月

2
月

令和２年２月 保育サービス講習会 開催案内

日時：令和2年1月18日（土）午前11時～午後5時
場所：イオン那覇店（うるくスクウェア他）
内容：小禄地域の子ども達を中心とした舞台発表や２～３階の各コーナーに子

どもの遊び場を提供します。多くのご来場をお待ちしています。
　　 ※17日（金）は前昼祭として「ひやみかちカラオケまつり」を開催します。

第9回うるく童まつり～まじゅんあしばな～

月 日（曜日） 内 容

  1日（日）～31日（火）
15日(日)

17日(金)
18日(土)

  7日（金）～  8日（土）
18日（火）～21日（金）
21日（金）～22日（土）
22日（土）
24日（月）

社
協
の
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ろ
ば
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