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沖縄都市モノレール

石川外科クリニック

泉原地域泉の会

有限会社 名嘉工務店

首里石嶺ハイツ自治会

株式会社 国際重機
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平成30年11月10日～平成30年12月11日　※順不同

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。

インフォメーション

みんなで明るい
クリスマスを♪

　日頃、家屋内外の整理に困っている一人暮らしのお年寄りや障
がいを持った方等のお宅の掃除を行い、明るいお正月を迎えてい
ただくことを目的として「歳末おそうじ隊2018」を12月8日（土）に
実施致しました。
　事前オリエンテーション（12月1日(土)）では、各世帯コーディ
ネーターと学生・企業ボランティアでお掃除の仕方や場所等の打
ち合わせを行い、当日は、対象19世帯に協力機関及びボランティ
アが合計155名の協力を得て怪我もなく無事終了しました。
　今年度も自治会会員の皆さんの協力を得て実施した世帯もあり、
参加してくれた学生さんたちも地域の方との交流や、普段はなか
なか学ぶ場がない掃除の仕方を知る事が出来たと喜ぶ姿もみられ
ました。お掃除に入った障がいのある世帯では「とてもきれいに
なって感謝します」と満面の笑顔を浮かべていました。また、ゴミの
回収を有限会社那覇クリーンサービス様、布団乾燥をキングラン
沖縄株式会社様に、電気点検を一般財団法人沖縄電気保安協会
様に手配・作業していただきました。その他ご協力いただいた企業
様方々含め、心より感謝を申し上げます。（ボランティア担当：高橋）

　子ども達にとってクリスマスとは１年の中でも「特別な思い出」の一つです。
様々な家庭事情を抱える子ども達にも楽しいクリスマスを過ごしてもらえる
よう、地域のケーキ製造販売店へ協力を呼びかけ、クリスマスケーキをプレゼ
ントしました。
　寄贈された６６個のクリスマスケーキは、民生委員児童委員や各関係者の手
によって一軒一軒、子ども達の元へ届けられ、プレゼントされたケーキを目の
前にした子ども達は飛び跳ねるように喜び、満面の笑みで子どもらしい姿を
見せてくれました。子ども達の無邪気な笑顔を見ると、大人も元気になります。
　どんな家庭環境であってもクリスマスの楽しい思い出は平等に与えられる
ものです。人の温かさに触れることが出来た子ども達が「立派な大人へと成長
してほしい」との願いを込めて、この取り組みを絶やすことなく続けていきたい
と思います。温かいご好意を頂きました、【白バラ洋菓子店】【金城ベーカリー】
【ピッコロモンド】【ル・パティシエジョーギ】【デザートラボショコラ】の皆様、本
当にありがとうございました。（首里地区コーディネーター：仲程）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

那覇市内の地域密着型デイサービスにて、利用者さ
んと一緒に簡単な作品づくりを行ってくださる方を
探しています。折り紙やいけ花、手工芸など物づくり
が好きな方、お待ちしております！

1．おりがみを中心とした手芸ボランティア
①手工芸（作品づくり）　②月1～2回ほど14時～15時
③那覇市三原　④あり　⑤1～2名
⑦1）利用者のほとんどが女性です
　2）1時間ほどで出来上がる作品を希望します

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

歳末おそうじ隊2018

1月
平成31年 1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！！

『なは見守りフォーラム2019開催』
　平成26年度より誰もが安心して生活できるよう、住民参加による安心安全安否確認
の訪問活動を行う『地域見守り隊』が創設されました。現在、見守り隊は市内42か所で結
成され、ティッシュ戸別配布等による安否確認の支援の和が広がっています。
　活動開始から5年目の節目となる今回、これまでの活動を振り返りながら『地域見守り
隊』の効果や今後の展開について、参加者全員で考える『なは見守りフォーラム2019』
を開催します。多くの方々のご参加をお待ちしております。 (地区コーディネーター 一同)

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。

地域
見守り隊

ボランティア参加協力　～93名 ～
■中学校（4校41名）：仲井真、松城、那覇、真和志
■高等学校（4校41名）：那覇西、首里東、興南、泊
■株式会社 国建 構造設計部（10名）■一般（1名）

協力企業・行政機関　～ 8団体 ～

その他協力関係者　～ 50名 ～

平成31年2月22日（金）午後1時半～4時半
牧志駅前 ほしぞら公民館 ホール ※要事前申込
098-857-7766（地域福祉課・地区コーディネーター）

日　時
場　所
申込先

去る12月4日（火）におきでんグループ互助会様より、使
用済み切手・書き損じはがきの寄贈がございました。毎年、
積極的に取り組んでいただいており、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。

おきでんグループ
互助会 様贈呈式那覇市こどもみらい課

首里第1民生委員
児童委員協議会



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.67
　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。

ふれあい・いきいきサロン第５６号 「銘苅新都心囲碁クラブ」開所！

子どもたちのために！地域で支える・つくる・育てる
～今、私たちにできること～

美容を通じての社会貢献を！日本アーティストユニオン
～子どもの居場所や福祉施設利用者へ無料美容チケットプレゼント～

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

小禄西・小禄南地域福祉推進会 グラウンドゴルフ交流
　季節を忘れるほど晴れわたった12月の日曜日に、小禄西・小
禄南地域福祉推進会それぞれの主催によるグラウンドゴルフ交
流会が行われました。
　毎年恒例の交流会に参加させていただいて感じるのは、運動
を通した交流は健康増進だけでなく、楽しみづくりや引きこもり
予防、安否確認にも繫がるということです。年齢や性別、あるい
はグループの垣根を越えてのプレーに、互いに笑い、時に叫び、
そして歓喜の声を上げるのは、心身共に大いに盛り上がりますね！
　新たな一年がスタートしました。皆様もお住まいの地域で、運動やゆんたく等の
交流を通し素敵な一年にしてください。（小禄地区コーディネーター：石垣）

　誰もが住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指して、石
嶺地域・若狭地域に引き続き、今回仲井真小学校区まちづくり協議会協
力のもと、10/29（月）と12/3（月）にワークショップが開催されました！地
域の生活課題や地域の良い点などについて情報共有を行い、更に、地域
をより良くしていくためにできることについて活発に意見を出し合いまし
た。また、仲井真小学校区まちづくり協議会と、『子どもの広場in那覇』の
代表 細田光雄様から活動紹介もあり、お互いの活動を知り合い、繋がる
きっかけとなりました。

　今回のワークショップで出た様々なご意見を、今後発展的な取り組みに繋げられるよう地域の皆さまと一緒に考え
ていけたらと思っております！（真和志地区コーディネーター：垣花）

　12/9(日)、ふれあい・いきいきサロン第５６号となる「銘苅新都心囲碁ク
ラブ」の開所式が行われました！「囲碁をしたい」という代表の大村さんの
一声で始まったこのクラブは、銘苅新都心自治会の協力のもと、今では
10数名が集う賑やかな会となりました。
　現在の参加者は、なんと全員が男性！市内でも珍しい男性の居場所と
なっていますが、今後は、「女性や子ども達にも囲碁の楽しさを教えた
い。」という皆さんの思いで、ますます素敵な活動になっていくことが期待
されています。このようなサロン活動を始めたい方、私達地区コーディ
ネーターがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください！(那覇地区コーディネーター：保良)

　11/19～12/14までの期間、ヘアサロンでスタイリストとしてデ
ビュー目前のジュニアスタイリストの4人が、沖縄への想いを美容を通
して伝えてくれました。
　４人が所属する日本アーティストユニオン・スタジオ（東京都）では、今
年からアシスタントとして２～３年の経験を約半年間でスタイリストを養
成するプログラムをスタート。４人は５カ月間、スクールで基礎を学び、
残り１カ月間、沖縄で実際に客と向き合いながら訓練をしました。同会
主宰の山野光夫氏は、沖縄の子どもを取り巻く環境の厳しさを報道で

知り、美容で福祉貢献という目的で本企画を実現しました。実際に利用した方々からは、「ずっと活動を続けて欲しい！」
「大変有り難い企画だ！」と喜ばれていました。（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間）

　11月29日、なは市民協働プラザにおいて、見出しのテーマで講演会・パネルディ
スカッションが、那覇市協働によるまちづくり推進協議会の主催で開催されました。
沖縄大学の島村聡先生による子どもの居場所の在り方や意義等についてのミニ講
演後、松尾2丁目自治会が運営する「のびのび広場」代表の與儀長次氏と那覇市保
護管理課の山城忠信副参事、本会「子どもと地域をつなぐサポートセンター糸」城
間がパネラーとして登壇しました。参加者からは「目の前の子をほっとけなくて活動
されている沢山の地域の方々を実感した」「自分が持つ地域づくりの能力の中で接
点を持ちたい」など嬉しい感想が寄せられていました。皆様、今後とも皆様のご支
援をよろしくお願いいたします。（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間）

　石嶺公民館からの協力依頼を受けて、11月6日に沖縄国際大学で
「若い世代が行きたくなるような公民館」をテーマにワークショップを
開催しました！
　グループワークでは面白い意見が飛び交い「年間を通した企画盛
り沢山のチャンプルーフェス」「格安BBQでの世代間交流」「合宿がで
きる公民館」などなど、若者らしい視点での公民館の企画提案に、こち
らも沢山の刺激を受けました♪
　一度も公民館に行ったことのない学生もいたことにビックリしつつ、若者がふらっと立ち寄れるような公民館づくりも
必要だなぁと感じたひとときでした。頂いた貴重なご意見は、地域づくりの実践の場でも活か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）

“仲井真小学校区のまちと人とつながりを考えるワークショップ”開催！！

石嶺公民館ワークショップin沖縄国際大学
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きる公民館」などなど、若者らしい視点での公民館の企画提案に、こち
らも沢山の刺激を受けました♪
　一度も公民館に行ったことのない学生もいたことにビックリしつつ、若者がふらっと立ち寄れるような公民館づくりも
必要だなぁと感じたひとときでした。頂いた貴重なご意見は、地域づくりの実践の場でも活か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）

“仲井真小学校区のまちと人とつながりを考えるワークショップ”開催！！

石嶺公民館ワークショップin沖縄国際大学



ボランティアセンターだより

ボランティア募集
1098-857-7766

照屋電気工事 株式会社

那覇市市営住宅課

おもろまちデイセンター 若枝

おきでんグループ互助会

ボランティアBOX 取組団体（12月受付団体）
1

2

3

4

5

6

沖縄都市モノレール

石川外科クリニック

泉原地域泉の会

有限会社 名嘉工務店

首里石嶺ハイツ自治会

株式会社 国際重機

鉄鋼処理産業 株式会社

7

8

9

10

11

12

13

平成30年11月10日～平成30年12月11日　※順不同

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。

インフォメーション

みんなで明るい
クリスマスを♪

　日頃、家屋内外の整理に困っている一人暮らしのお年寄りや障
がいを持った方等のお宅の掃除を行い、明るいお正月を迎えてい
ただくことを目的として「歳末おそうじ隊2018」を12月8日（土）に
実施致しました。
　事前オリエンテーション（12月1日(土)）では、各世帯コーディ
ネーターと学生・企業ボランティアでお掃除の仕方や場所等の打
ち合わせを行い、当日は、対象19世帯に協力機関及びボランティ
アが合計155名の協力を得て怪我もなく無事終了しました。
　今年度も自治会会員の皆さんの協力を得て実施した世帯もあり、
参加してくれた学生さんたちも地域の方との交流や、普段はなか
なか学ぶ場がない掃除の仕方を知る事が出来たと喜ぶ姿もみられ
ました。お掃除に入った障がいのある世帯では「とてもきれいに
なって感謝します」と満面の笑顔を浮かべていました。また、ゴミの
回収を有限会社那覇クリーンサービス様、布団乾燥をキングラン
沖縄株式会社様に、電気点検を一般財団法人沖縄電気保安協会
様に手配・作業していただきました。その他ご協力いただいた企業
様方々含め、心より感謝を申し上げます。（ボランティア担当：高橋）

　子ども達にとってクリスマスとは１年の中でも「特別な思い出」の一つです。
様々な家庭事情を抱える子ども達にも楽しいクリスマスを過ごしてもらえる
よう、地域のケーキ製造販売店へ協力を呼びかけ、クリスマスケーキをプレゼ
ントしました。
　寄贈された６６個のクリスマスケーキは、民生委員児童委員や各関係者の手
によって一軒一軒、子ども達の元へ届けられ、プレゼントされたケーキを目の
前にした子ども達は飛び跳ねるように喜び、満面の笑みで子どもらしい姿を
見せてくれました。子ども達の無邪気な笑顔を見ると、大人も元気になります。
　どんな家庭環境であってもクリスマスの楽しい思い出は平等に与えられる
ものです。人の温かさに触れることが出来た子ども達が「立派な大人へと成長
してほしい」との願いを込めて、この取り組みを絶やすことなく続けていきたい
と思います。温かいご好意を頂きました、【白バラ洋菓子店】【金城ベーカリー】
【ピッコロモンド】【ル・パティシエジョーギ】【デザートラボショコラ】の皆様、本
当にありがとうございました。（首里地区コーディネーター：仲程）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

那覇市内の地域密着型デイサービスにて、利用者さ
んと一緒に簡単な作品づくりを行ってくださる方を
探しています。折り紙やいけ花、手工芸など物づくり
が好きな方、お待ちしております！

1．おりがみを中心とした手芸ボランティア
①手工芸（作品づくり）　②月1～2回ほど14時～15時
③那覇市三原　④あり　⑤1～2名
⑦1）利用者のほとんどが女性です
　2）1時間ほどで出来上がる作品を希望します

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

歳末おそうじ隊2018

1月
平成31年 1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！！

『なは見守りフォーラム2019開催』
　平成26年度より誰もが安心して生活できるよう、住民参加による安心安全安否確認
の訪問活動を行う『地域見守り隊』が創設されました。現在、見守り隊は市内42か所で結
成され、ティッシュ戸別配布等による安否確認の支援の和が広がっています。
　活動開始から5年目の節目となる今回、これまでの活動を振り返りながら『地域見守り
隊』の効果や今後の展開について、参加者全員で考える『なは見守りフォーラム2019』
を開催します。多くの方々のご参加をお待ちしております。 (地区コーディネーター 一同)

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。

地域
見守り隊

ボランティア参加協力　～93名 ～
■中学校（4校41名）：仲井真、松城、那覇、真和志
■高等学校（4校41名）：那覇西、首里東、興南、泊
■株式会社 国建 構造設計部（10名）■一般（1名）

協力企業・行政機関　～ 8団体 ～

その他協力関係者　～ 50名 ～

平成31年2月22日（金）午後1時半～4時半
牧志駅前 ほしぞら公民館 ホール ※要事前申込
098-857-7766（地域福祉課・地区コーディネーター）

日　時
場　所
申込先

去る12月4日（火）におきでんグループ互助会様より、使
用済み切手・書き損じはがきの寄贈がございました。毎年、
積極的に取り組んでいただいており、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。

おきでんグループ
互助会 様贈呈式那覇市こどもみらい課

首里第1民生委員
児童委員協議会


