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那覇市社会福祉協議会 このマークがついてる記事にスマートフォンや

タブレットをかざすと写真や動画がみれます！
（アプリのダウンロードは P8をご覧ください）

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 広報誌

毎月発行に
リニューアル
しました！
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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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特 集

　子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年 5月 5日
の「子どもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めています。
　那覇市社協では、児童館の運営やファミリーサポートセンター事業、育児支援・家庭訪問事業、
子どもと地域をつなぐサポートセンター糸の運営など、子どもたちに対する支援を行っています。

ボランティア
センターだより

ボランティア募集

個人＆団体
ボランティア登録
しませんか？

098-857-7766

※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：上原かおり）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。

沖縄電力株式会社 様

1.
2.
3.
4.

（株）新建
浦添市立内間小学校
繁多川公民館
沖縄電力株式会社

5.
6.
7.
8.

那覇看護専門学校
公益財団法人　沖縄県産業振興公社
沖縄県教育委員会　県立学校教育課
株式会社パシフィック・ホスピタリティー・グループ

令和 2年 3月13日～令和 2年 4月10 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額 6,587,668円

1,178,698円

平成 31年 4月1日～令和 2年 3月31日

　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっており、行事・イベントの自粛
が求められています。高齢者関係施設等が閉館したり、学校も休校となるな
ど大きな影響が出ています。
　一日も早く、新型コロナウイルスが終息し、普段の生活に戻れるよう一人ひ
とりが意識して感染予防に取り組んでいきましょう。（港川）

・金城セツエ・宮城愛子・㈱いなんせ典礼・
JA おきなわ小禄支店・医療法人 陽心会・
㈲仲村自動車整備工場・沖縄ビルメンテナ
ンス㈱・友平衛生社㈲・首里城下町クリニッ
ク第一 / 第二・波上宮・日本赤十字社沖縄
県支部・㈱加島事務機・㈱イマジン・上原
まり・全国共済農業協同組合連合会沖縄支
部・生きがいづくりレク体操研究会・沖縄
セルラー電話㈱・第 11回チャリティカラオ
ケ実行委員会・新垣智久・沖縄ガス

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。

・喜納武子（故・夫）

ボランティア活動希望方は、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
ＢＯＸ
取組団体
（先月受付団体）

※順不動

無料アプリを
ダウンロード！

1.「パンダマーク」のある写真にスマホをかざす。
2. 自動的にスキャンが始まります
3. 認識されると、写真が動画がみれます！8

ボランティアBOX
贈呈式

寄附者ご芳名

香典返し

一般寄付

編集後記

アプリ
写真や動画がみれます！

COCOAR2

パンダマークの
写真をチェック！

で

55

募集

ちょっと脳トレ vol.2 答え ① 福  ② 心

※アプリの初回起動時にカメラへのアクセス
を求められますのでこれを許可してください。

アプリを起動したら、本誌中の
「パンダマークの付いてる写真」
を画面中央の枠に収まるように、
カメラでスキャンしてください。

タップして
スキャン！

令和２年度 児童福祉週間標語

COCOAR2アプリで表紙全体をかざしてみてね！

　昨年度は、子どもたちへ将棋などを教えたりする学習支援や
外国の方へのちょっとした通訳サポート、三線を演奏して高齢
者とふれあう余興ボランティア活動などを求める声があがって
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。

「やさしさに
  つつまれそだつ
  やさしいこころ」

北澤佳奈さん 13 歳 和歌山県



いっしょに   思いっきり遊ぼう！

育児支援
家庭訪問事業

那覇市ファミリーサポートセンター

小禄・識名・金城児童館

子どもと地域をつなぐサポートセンター糸

育児支援
家庭訪問事業

　育児支援家庭訪問事業は養育者の自立を目標にしている事業で、平成
17 年からスタートしました！この事業は、身内の方や近隣からの子育てで
支援が得られにくく困っているご家庭に、家庭支援員が自宅に出向き、子
育てのお手伝いをします。対象は妊娠・出産等で育児に対して強い不安
やストレスを感じている方や、養育上の問題を抱え、支援が必要な家庭な
ど様々な方が対象です。平日の 8 時～18 時内で 1回 1 時間程度の支援
を行います。支援期間は 1 クール 3 か月、支援は無料で受けられます
(^O^)。家庭訪問による支援で育児の負担感を少しでも軽減し、ご家庭
で安定した子どもの養育ができる事を目指しています！お問い合わせは那
覇市こどもみらい部子育て応援課子育て支援室（TEL098-861-5026）
にお願いします (^ ♪̂)。（育児支援家庭訪問事業：上原・當山）
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那覇市ファミリーサポートセンター

小禄・識名・金城児童館

　育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（協
力会員）を結び相互援助活動を応援する会員組織、それがファミ
リーサポートセンターです。平成 16 年 1 月に、この事業が那覇
市で始まりました。二年後の平成 18 年 4 月に、私たち那覇市社
協への委託がスタートして今年で 17 年目を迎え、全体会員数は
当初の219人から3,134人（令和 2年 3月末）と増えています。

　援助依頼の対象は生後 3ヶ月から小学 6 年生と
なっており、協力会員は安全・事故対策も含めた講
習（4日間）を受けた後会員登録し、有償ボランティ
アとして活動します。時代・生活スタイルの変化とと
もに、地域ぐるみの子育てのかたちも多様な現代と
なっています。
　私たちアドバイザーは、依頼会員・お子さんが協
力会員と出会えたことで、少しでも心と時間に潤い
を持ってくれたらとの願いを込めてコーディネートを
しています。（ファミリーサポートセンター：外間）

子どもと地域をつなぐサポートセンター糸
　子どもと地域をつなぐサポートセンター糸では、子ども食堂や学習支援等の活動を
実施しているボランティア団体や自治会、ＮＰＯなどの支援団体等へサポートを行い、
より効果的な子どもの貧困問題対策や「地域づくり」に取り組んでいます。
　おかげさまで、企業や団体様、地域の支援の輪がどんどん広がり、33 団体の居場
所の皆様も大変感謝しておられます。又、昨年度は、子どもの居場所ネットワークのマ
スコットキャラクター「にーこーとゆーいー」が誕生しました。居場所開催の時は、入
り口にのぼりを目印にお越しください！合言葉は「地域の子は地域で育てよう」です！
（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間・上原）

▲ファミサポ
　集団保育
　（ほしぞら公民館）

▲とびだせ児童館 in 具志自治会館

▲小禄児童館 ▲識名児童館

◀金城
　児童館

▲協力会員定例会（親子でつくる料理）

アプリでかざすと
詳しい活動内容が
見れるよ！

子どもの居場所
キャラクター

人気のあそびベスト3人気のあそびベスト3
１位：遊戯室での球技

（ドッジボール・バスケなど）

２位：卓上ゲーム (人生ゲーム・オセロ・UNO・
トランプなど )

３位：友だちや先生 ( 職員 )と
のおしゃべり

(金城児童館調べ )

▲会員情報誌
　ふぁみさぽひろば

　子どもたちのあそび場「児童館」は市内１１か所に点在しています。市の委託を受け、那覇市社会福祉協議
会でも現在３つの児童館（小禄児童館・識名児童館・金城児童館）を管理・運営しています。
　０歳から１８歳までの児童ならだれでも利用できる児童館は、元気な体と元気な心をつくることを目的として
いる施設なので過ごし方も遊び方もそれぞれ！そんな自由な場だからこそコミュニケーションの幅も広がりま
す。季節行事や三世代交流のイベントもありますのでホームページや毎月発行の児童館だよりをご確認下さい。
　未就学児親子の居場所「つどいの広場」も併せて開設しています。（福祉施設課：村吉）

子どもと遊ぶ！ささえる!!子どもと遊ぶ！ささえる!!

巨大迷路づくり 三世代交流会

とびだせ児童館
日常あそび

みんなで食べるご飯は美味しい！

いっしょに   思いっきり遊ぼう！

おまかせ
ください！！



城東自治会 じゃがいも祭り

安次嶺でいご会 地域見守り隊結成 !!

5月12日は民生委員児童委員の日

『緊急医療情報キット』を
ご存じですか？

活動アラカルト
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　城東自治会にて、じゃがいも祭りが開催されました。前日
は、雷も鳴る大雨だったのですが、当日は、天候にも恵まれ
収穫日和となりました。
　小さなスコップで、畑を一生懸命掘り起こしながら、「いっ
ぱい食べる♪」とじゃがいもが畑から顔を出すたびに目を輝
かせ、収穫を楽しむ子ども達。収穫されたじゃがいもは、そ
の場で茹で、味噌やバターをつけて美味しくいただきました。
　自治会では、愛護会（公園ボランティア）が、春はじゃが
いもを育て、夏はゴーヤー、独居高齢者宅へ収穫した野菜を
持って、子どもボランティアの会と一緒に見守り訪問も兼ね
てお届けしています。
　城東自治会では、子どもから高齢者の方々が地域の一員と
して住んで良かったと思える温かい繋がりづくりを大切にして
います。素敵な取り組みに、今年も参加出来て良かったです。
（首里地区ＣＳＷ：玉城）

地域の世代間交流

城東自治会 じゃがいも祭り

安次嶺でいご会 地域見守り隊結成 !!
　「歳とると、中々外にも出ていきにくいさーね。そーいう方々の所に見守り
に行って、顔を見ながら交流したいよねぇ。」と話すのは、この度地域見守り
隊を結成した『安次嶺でいご会』会長の瀬長清さんです。以前より見守り活
動の必要性を感じていたことから、今回の見守り隊の立ち上げに至りました。

　今後は、地域ふれあいデイサービス
の参加者同士を中心に、まずは見守り
意識の向上から進めていきます。一人一
人の意識が変化することで、安心して暮
らし続けられるやさしい地域に変化して
いきます。男性の参加者も多い「安次
嶺でいご会」の今後の活動が楽しみで
す。みなさんの地域でも見守り活動は
じめませんか？(小禄地区CSW：石垣 )

◀安次嶺でいご会地域見守り隊員の皆さん
　（瀬長清会長：前列右から2人目）

◀民生委員児童委員研修会

▲城東自治会芋ほり

▲民生委員家庭訪問

◀市役所での
　広報活動

見守り隊

　民生委員児童委員制度は 1917 年 5 月12 日に岡山県で公布された
済世顧問制度が前身とされ、去った2017年に100周年を迎えました。
結果、5 月 12 日は『民生委員児童委員の日』と定められて全国一斉
に様々な式典や活動が行われています。
　さて、少子高齢社会の進行は多様な社会的課題を生じさせていて、
民生委員児童委員の活動内容も多岐に亘り負担は年々重くなっていま
す。しかも、行政からは様々な役割が振り分けられる一方で個人情報
保護を理由に必要な情報が提供されないと言う困難な活動の現実があ
ります。従って様々な関係機関との連携した活動が求められています。
中でも、福祉活動の中核である那覇市社会福祉協議会とはより一層
の連携強化を図って行く必要があると考えます。

　令和 2年度、新垣事務局長の新体制のもとにスター
トする那覇市社会福祉協議会と、一斉改選を終えた
民生委員児童委員・民児連が共に協力し合って那覇市
の福祉の増進発展に邁進して行きましょう。
　民生委員児童委員に関するお問い合わせは那覇市
民生委員児童委員連合会まで（電話 098-858-5166）
（那覇市民生委員・児童委員連合会：眞栄城嘉政）

5月12日は民生委員児童委員の日

『緊急医療情報キット』を
ご存じですか？
　健康上不安を抱える高齢者や障がいのある方を対象に、安心・
安全を守る取組みとして「かかりつけ医」「緊急連絡先」「持病」
「薬剤情報提供書（写）」などの情報を専用の容器に入れ、自
宅の冷蔵庫に保管しておくことで、緊急時及び災害時に備える
ものです。
　持病や服薬情報等の医療情報が確認できることで、適切で
迅速な処置が可能になること、また、緊急連絡先がすぐに把握
できることにより、親族などのいち早い協力が得られます。
　ご希望される方は、那覇市社会福祉協議会までご一報下さい。
窓口にてキット一式をお渡しいたします。（地域福祉課：高橋）

お気軽に

お問い合わせ
ください

緊急医療情報キット

民生委員・児童委員

緊急医療情報キットは
迅速に探すことができるよう

してくださいね！
冷蔵庫に保管

みんなで力を合わせて
見守ります！

naha 5月号 naha 5月号



ゆんたく
相談室

私達、クラブ活動、行なっています！

ふれあい福祉相談室

トレ
ちょっと

※答えはP8にあります

（貸付に関する事等）

「ゆいゆい」☎ 891-8454
FAX.857-6052

FAX.857-6052

FAX.859-8388

FAX.859-8388

☎ 857-7780
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。
（秘密は厳守で相談は無料です）

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。

日常生活自立支援事業

那覇市障がい者生活センター

地域福祉権利擁護センター ☎ 857-4525
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。

ボランティア活動・行事用保険 ☎ 857-7766
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。

居宅介護支援事業 ☎ 891-8236
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。

デイサービスあしびなー ☎ 859-8383
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。

ホームヘルプステーションわかば ☎ 859-8383
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。
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　社協では、ピアサポーターによる相談室を開所し、相談員自身も障がいを持っており、当事者の立場から
いろいろな情報提供や、相談、アドバイスを行っています。
　4 名のピアサポーター（視覚障がい：女性、車いす利用者：女性 2 名、男性 1 名）が対応します。ひと
つの居場所として、外出のきっかけとしての来所も大歓迎です。
開所日は、毎週（水）13:00 ～ 15:00（視覚障がいのみ）、毎週（木）14:00 ～ 16:30（障がい問わず）。
時間内であれば出入り自由です。みんなで楽しくゆんたくしましょう。（ゆいゆい：福仲）

ゆいゆい

ゆんたく
相談室

　「社協だより№148（3 月発行）」へ掲載いたしました被表彰者について、本会にて改
めて被表彰者を確認したところ『赤い羽根・歳末たすけあい街頭募金活動 参加協力 
個人（4回以上）』部門で下記の学生10名の被表彰者が漏れていることがわかりました。
　当時は中学校生活最後の年でもある 3 年生であり、表彰式へご案内することができ
ず、ご本人様並びにご家族の方、学校関係者の皆様へ多大なご迷惑をお掛けしました。
心よりお詫び申し上げます。

《令和元年度 那覇市学校ボランティア活動実践者表彰～被表彰者～》
　「社協だより№148（3 月発行）」へ掲載い
たしました令和元年度那覇市社協賛助会員に
ついて、掲載されていない企業様がありまし
た。下記へ掲載いたします。心よりお詫び申
し上げます。（敬称略）

《 令和元年度 那覇市社協賛助会員 》

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

生活福祉資金貸付事業

毎月第２・４金曜日 /午後 2時～ 4 時司法書士専門相談

● 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

● 訪問介護
● 総合事業
● 障がい福祉サービス

● 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

予約制

なは社協 相談窓口のご案内

手工芸クラブの様子▶

▲絵画クラブの様子

私達、クラブ活動、行なっています！
　デイサービスあしびなーでは、毎日の活動の他に「クラブ活動」を
実施しています！
　第１月曜日に開催している「絵画クラブ」では、絵の具や削ったクレ
パスを型紙の上からティッシュでポンポン叩き描く技法で絵手紙を制作
しました。皆さん、最初こそは戸惑われますが、コツを掴むと次第に
夢中になり、作品づくりに励んでいました。第１土曜日に開催している
「手工芸クラブ」では、紙粘土を使ってシーサーやひな人形等の作成を
しました。
　他にもたくさんの「クラブ活動」を開催しています。これからの社
協だよりで紹介していきますね。デイサービスあしびなーの活動にご
興味のある方は、ぜひ、ご連絡下さい！（デイサービスあしびなー：金城）

デイサービスあしびな～

大→ →引

幸
↓

↓
祉

①

安→ →配

中
↓

↓
理

②トレ
ちょっと vol.2

脳脳
熟語連想
トレーニング
熟語連想
トレーニング

赤い羽根・歳末たすけあい街頭募金活動 参加協力
法人会員

株式会社ふれあい介護センター

個人（4回以上）

1

2

仲村 文伽

新垣 美桜

№ 氏　名

3

4

大浜 一花

下地 のあ

№ 氏　名

5

6

島尻 姫菜

野原 李帆

№ 氏　名

7

8

宮里 彩音

島袋 真杜

№ 氏　名

9

10

伊計 彰人

野原 彩花

№ 氏　名

学校名：那覇市立仲井真中学校　3 年生 (令和 2年１月当時 )

お詫びと訂正

わたしたちが
ピアサポーターです！

比嘉 信子 島袋 良子 大城 末美 迎里 崇雅

naha 5月号 naha 5月号

矢印の方向に読むと二字熟語になるように、空欄に漢字一文字を入れましょう。


