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　経済的困窮世帯の子どもたちへ、明るいクリスマスの思い出を作ってもらいたいと、市内7店舗のケーキ製造販売
店から88台のクリスマスケーキのプレゼントがありました。
　子どもの頃のクリスマスと言えば、ケーキを家族で囲んで楽しい思い出がある方が多いのではないでしょうか。
「何も用意できなかったので、サプライズに子ども達も大喜びでした」という声を聞くと、子どもたちの笑顔が目に浮
かびます。どんな家庭環境におかれても「当たり前の経験」を味わい、人の優しさに触れ、立派な大人へと成長してく
れることを願い、この取り組みを続けていきたいと思います。
　温かいご厚意をいただきましたケーキ製造販売店の皆様、ケーキを一人ひとり丁寧に届けていただきました民生
委員児童委員の皆様、本当にありがとうございました。（首里地区CSW：仲程）
【ケーキ寄贈店舗】〇金城ベーカリー 〇ピッコロモンド石嶺店 〇白バラ洋菓子店本店 〇デザートラボショコラ
〇ル・パティシエ・ジョーギ 〇ハッピー洋菓子店 〇トーエ洋菓子店

　今年で３回目の開催となる『なはみまもりフォーラム』！今回は、市内
で活躍している『地域見守り隊』の活動を共有した上で、“みんなでで
きる見守り”について会場全体で考えていきます。映像やパネルディ
スカッション等を交えて楽しく進めていきますので、「“見守り”って…
何？」「私にも関係あるのかな…」という方のご参加も大歓迎です！
日時：令和２年２月２２日(土)１３時半～ ※１３時開場
場所：県立博物館 講堂　費用：無料

　12月17日（火）に「令和元年度障がい（児）者紙オムツプレゼント事業」
において、交付決定となった4２名の申請者の方々へ「紙オムツ券」の交
付式を実施致しました。
　本事業は、ボランティアＢＯＸ事業の収集ボランティア活動によって提
供された、古切手、使用済みプリペイドカード及び書き損じハガキ等を換
金した収益金と、歳末たすけあい募金を活用し、在宅で常時オムツを必
要とする障がい（児）者に「紙オムツ券」を支給しています。障がい（児）者
の生活支援の一助とするとともに、家族の経済的負担を軽減し、障がい（児）者の福祉の増進を図ることを目的としており、今回で21回
目を迎えました。ご出席されました関係者の方々へ改めて感謝を申し上げます。（ボランティアコーディネーター：神田）

令和元年度障がい（児）者「紙オムツ」プレゼント交付式

　12月16日（月）に沖縄県中小企業団体中央会様より、使用済み切手の寄贈がござい
ました。毎年、継続的に取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。
　また、中央会会員の５０団体の皆様、本会事業へのご協力に重ねて御礼申し上げます。
頂戴しました使用済み切手につきましては、紙オムツプレゼント事業へ活用させていた
だきます。（ボランティアコーディネーター：神田）

使用済み切手
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本会の活動にご理解くださり、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。

贈呈式

ボランティアBOX 取組団体（先月受付団体）※順不同
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ふれあいデイサービス国場
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當間當寿会
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おきなわ法律事務所
医療法人翔南会 翔南病院
久茂地都市開発 株式会社
三井住友海上火災保険 沖縄支店
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※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）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。

『なはみまもりフォーラム2020』開催します！

株式会社りゅうせきケアプロ ふれあいデイサービス国場 琉球銀行 労働組合 當間當寿会

令和元年度 那覇市社会福祉協議会 収集ボランティアBOX協力先一覧

皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか？

ル・パティシエ・ジョーギ 金城ベーカリー

ピッコロモンド・石嶺店 白バラ洋菓子店 本店 ハッピー洋菓子店 トーエ洋菓子店

デザートラボショコラ



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

　気持ちの良い青空が広がった1月5日(日)、曙一丁目自治会事務所にて、“新年もちつき大会”が開催されました！
　子どもからお年寄りまで総勢60名以上の方が参加し、みんなでワイワイ声を掛け合いながらお餅つきをしました。全員の思いが
こもったお餅は、とても柔らかく絶品！あんこやきな粉、ぜんざい等と一緒にお腹いっぱいいただきました。
　自然と歌や踊りが生まれる終始笑顔の絶えない時間で、参加者同士の繋がりが深まった素敵なイベントとなりました。
(那覇地区CSW：保良)

　美しい歌声と笑顔あふれる中、賑やかにサロン『やまだばる コーラス』（61カ所目）
の開所式が行われました。
　カラオケハウスとまと一日橋店にて月1回（第2金曜日のお昼頃）集まって、歌って、食
べて、おしゃべりしながら楽しく活動していきます♪
　この会を立ち上げた眞榮城嘉政代表は、「地域の身近な場所に、気軽に立ち寄って楽
しみながら交流できる居場所がたくさんあって欲しい。そして、活動に参加することで、
お互いが自然と気にかけ合い、見守りにも繋がっていく」と熱い想いをお持ちです。
　今後『やまだばる コーラス』がアットホームなサロンとして地域に根付き、活動が更
に盛り上がるよう、那覇社協も応援していきます！（真和志地区CSW：垣花)

　毎月第2土曜日の午前10時から、繁多川公民館で「男の食っキング」という、男
性だけのサロン活動をしています。このサロンは平成24年からスタートし、“男性
が自分でも料理ができるように”と簡単に作れるメニューにしています。ただ、同じ
メニューでもグループによって味や盛り付け方も様々で、食事の時にその出来栄
えも楽しみながら和気あいあいと活動しています。今後もっと仲間が増えたらい
いなということで、現在、参加者募集中です。ご興味のある方はぜひ社協までご連
絡ください♪（真和志地区CSW：垣花）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

NO.76
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！

曙一丁目自治会 新年もちつき大会開催♪

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

ふれあいいきいきサロン『やまだばる コーラス』開所しました！

　毎年12月の一ヶ月間、「歳末たすけあい運動」を実施しています。これは様々な理由から生活が苦しい方に、少しでも明るいお正
月を迎えていただけるように行っているものです。この運動に合わせて、樋川にある愛児幼稚園様からは、長年に渡って、園児一人
ひとりが丁寧に包んだ缶詰を頂いております。そして今回は、新たに沖縄製粉株式会社様より、お母さんの味～♪のテレビCMでお
なじみの、羽衣小麦粉を頂きました。アレンジして楽しめる小麦粉と日持ちのよい缶詰は、大変喜ばれ、素敵なお正月を迎えることが
できたと思います。心より感謝申し上げます。ありがとうございました！（小禄地区CSW：石垣）

　1月11日（土）～12日（日）に若狭公民館3階ホールにて那覇市若狭公民館主催に
よる『なは防災キャンプ’20冬』が開催されました。今回は、これまでの取り組みを話し
合う昼の部、防災キャンプを行う夜の部、翌日の朝の部では災害支援のプロである県
外講師をお招きしての講話など『楽しく！防災について取り組む』を目的に多くの参加
者と話し合い、交流することができました。本会は、昼の部に行われた分科会で災害ボ
ランティアセンターについて地域の方や関係機関と意見交換を行うことができ、今後
の活動へ活かしていきたいと思います。（ボランティアコーディネーター：神田）

ふれあいいきいきサロン「男の食っキング」紹介！ なは防災キャンプ’20冬

缶詰と小麦粉で明るいお正月を迎えられました

　「日々、子どもたちの為に奮闘なさっ
ている子どもの居場所運営者の皆さん
に喜んでもらいたい！」とサンタクロー
スとトナカイに扮して沢山の食料品や
飲み物を届けてくださったのは、12月
15日に開催された「トータルビュー
ティーフェア」の主催者であるゴージャ
ス理枝さんと兼元さんのお二人です。
そこで取り組んだフードドライブで集まった寄贈品を、なんと今回はヤンバルから南下しながら8か所の子ども関連施設にお届けして
いるとのこと！！贈呈式では居場所代表者と交流し、皆さんの喜ぶ姿にゴージャスサンタも嬉しそうでした。また、当日は糸満在の有志
の方からクリスマスケーキのご提供もあり、大盛り上がりのクリスマスでした♪（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間）

子どもの居場所へ嬉しいクリスマスプレゼントが沢山届きました！！
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　経済的困窮世帯の子どもたちへ、明るいクリスマスの思い出を作ってもらいたいと、市内7店舗のケーキ製造販売
店から88台のクリスマスケーキのプレゼントがありました。
　子どもの頃のクリスマスと言えば、ケーキを家族で囲んで楽しい思い出がある方が多いのではないでしょうか。
「何も用意できなかったので、サプライズに子ども達も大喜びでした」という声を聞くと、子どもたちの笑顔が目に浮
かびます。どんな家庭環境におかれても「当たり前の経験」を味わい、人の優しさに触れ、立派な大人へと成長してく
れることを願い、この取り組みを続けていきたいと思います。
　温かいご厚意をいただきましたケーキ製造販売店の皆様、ケーキを一人ひとり丁寧に届けていただきました民生
委員児童委員の皆様、本当にありがとうございました。（首里地区CSW：仲程）
【ケーキ寄贈店舗】〇金城ベーカリー 〇ピッコロモンド石嶺店 〇白バラ洋菓子店本店 〇デザートラボショコラ
〇ル・パティシエ・ジョーギ 〇ハッピー洋菓子店 〇トーエ洋菓子店

　今年で３回目の開催となる『なはみまもりフォーラム』！今回は、市内
で活躍している『地域見守り隊』の活動を共有した上で、“みんなでで
きる見守り”について会場全体で考えていきます。映像やパネルディ
スカッション等を交えて楽しく進めていきますので、「“見守り”って…
何？」「私にも関係あるのかな…」という方のご参加も大歓迎です！
日時：令和２年２月２２日(土)１３時半～ ※１３時開場
場所：県立博物館 講堂　費用：無料

　12月17日（火）に「令和元年度障がい（児）者紙オムツプレゼント事業」
において、交付決定となった4２名の申請者の方々へ「紙オムツ券」の交
付式を実施致しました。
　本事業は、ボランティアＢＯＸ事業の収集ボランティア活動によって提
供された、古切手、使用済みプリペイドカード及び書き損じハガキ等を換
金した収益金と、歳末たすけあい募金を活用し、在宅で常時オムツを必
要とする障がい（児）者に「紙オムツ券」を支給しています。障がい（児）者
の生活支援の一助とするとともに、家族の経済的負担を軽減し、障がい（児）者の福祉の増進を図ることを目的としており、今回で21回
目を迎えました。ご出席されました関係者の方々へ改めて感謝を申し上げます。（ボランティアコーディネーター：神田）

令和元年度障がい（児）者「紙オムツ」プレゼント交付式

　12月16日（月）に沖縄県中小企業団体中央会様より、使用済み切手の寄贈がござい
ました。毎年、継続的に取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。
　また、中央会会員の５０団体の皆様、本会事業へのご協力に重ねて御礼申し上げます。
頂戴しました使用済み切手につきましては、紙オムツプレゼント事業へ活用させていた
だきます。（ボランティアコーディネーター：神田）

使用済み切手

2月
令和2年 2月1日

インフォメーション 那覇市ボランティア・
市民活動センター情報

本会の活動にご理解くださり、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。

贈呈式

ボランティアBOX 取組団体（先月受付団体）※順不同
1
5
9
13
17

石川外科クリニック
ふれあいデイサービス国場
小禄指定居宅介護支援事業所
沖縄県教育委員会
當間當寿会

東雲自治会
おきなわ法律事務所
医療法人翔南会 翔南病院
久茂地都市開発 株式会社
三井住友海上火災保険 沖縄支店

沖縄県生コンクリート工業組合
沖縄県白蟻防除事業協同組合
沖縄県広告美術協同組合
沖縄県遊漁船業事業協同組合
沖縄県個人タクシー事業協同組合
沖縄県緑化種苗協同組合
沖縄県コンクリート二次製品協同組合
沖縄砂利採取事業協同組合
協同組合沖縄産業計画
沖縄乗用自動車事業協同組合
沖縄県遊技業協同組合
沖縄県医療廃棄物事業協同組合
沖縄県卸商業団地協同組合

沖縄県商店街振興組合連合会
沖縄生麺協同組合
名護市環境企業組合
糸満工業団地協同組合
沖縄北部地区生コンクリート協同組合
沖縄県ビルメンテナンス協同組合
沖縄県たばこ卸売事業協同組合
全日食チェーン沖縄協同組合　
那覇青果物卸商事業協同組合
壺屋陶器事業協同組合
喜如嘉芭蕉布事業協同組合
那覇電気工事業協同組合
那覇市管工事協同組合

沖縄中部個人タクシー事業協同組合
沖縄県畜産副産物事業協同組合
沖縄県飼料協業組合
那覇地域貨物運送協同組合
那覇市平和通り商店街振興組合
沖縄県出店業事業協同組合
沖縄市管工事協同組合
赤帽沖縄県軽自動車運送協同組合
沖縄県石材事業協同組合
沖縄県生コンクリート協同組合
企業組合和の会
沖縄クチャ・赤土造形企業組合
糸満市電管事業協同組合

那覇伝統織物事業協同組合
沖縄県電気工事業工業組合
沖縄県環境管理センター協同組合
沖縄県中古自動車販売商工組合
沖縄県伝統作物事業協同組合
シティハウス牧志緑ヶ丘公園管理組合
沖縄県書店商業組合
ガラス発泡資材事業協同組合
沖縄県南部トラック事業協同組合
ものづくり沖縄県地域事務局
沖縄県中小企業団体中央会

2
6
10
14
18

首里石嶺ハイツ自治会
琉球銀行 労働組合
株式会社りゅうせきケアプロ
学校法人KBC学園

3
7
11
15

株式会社T＆T
ソロプチミスト沖縄
那覇市文化協会
イオン那覇

4
8
12
16

※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）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。

『なはみまもりフォーラム2020』開催します！

株式会社りゅうせきケアプロ ふれあいデイサービス国場 琉球銀行 労働組合 當間當寿会

令和元年度 那覇市社会福祉協議会 収集ボランティアBOX協力先一覧

皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか？

ル・パティシエ・ジョーギ 金城ベーカリー

ピッコロモンド・石嶺店 白バラ洋菓子店 本店 ハッピー洋菓子店 トーエ洋菓子店

デザートラボショコラ


