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那覇市社会福祉協議会 http://www.nahasyakyo.org

　経済的に苦しい家庭などの子どもたちが少し
でも楽しいクリスマスになるようにと、12 月 22
日に、市内のケーキ店８店舗の協力を得て、寄
贈されたクリスマスケーキ 83 台をプレゼントし
ました。コロナ禍の中ですが、民生委員児童委
員等が世帯を訪問して、「地域助け合い支え合い」
の思いとともにお届けしました。協力いただいた
皆さま、大変ありがとうございました。
　今年で 7回目の企画で、白バラ洋菓子店、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、ピッコロモンド、金城ベーカリー、ル・
パティシェ・ジョーギ、いまいパンの８店が賛同
し、ケーキを無償で提供してくれました。（次の
ページに続く。担当：浦崎）

クリスマスケーキ
8店が計83台を寄贈
クリスマスケーキ
8店が計83台を寄贈
民生委員らが生活苦の世帯へ届ける
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　クリスマスケーキを受け取った家庭からは「今年は暗い一年でしたが、このケーキで
吹き飛ばします」「今年のクリスマスはできないかと思ってましたがすごく嬉しいです」
と感謝のメッセージカードが返ってきました。メッセージはケーキ店にも届けて、来年
以降も続けていきたいですね。
　ケーキ提供の取り組みは歳末助け合い募金を使った事業の一環です。民生委員児童
委員や支援員を通じて申し込んだ世帯を対象に、明るい年末年始を迎えるための「歳
末たすけあい見舞激励金」とともに配っています。今年は159 世帯に激励金を支給し、
併せて高校生以下の子どもがいる世帯にはクリスマスケーキや寄贈されたお菓子を、
高齢者世帯などには缶詰も届けました。（担当：浦崎）

　10 月からスタートした『赤い羽根共同募金運動』は、3
月末日までが運動期間です。この募金を活用した『ふれあい・
いきいきサロン事業』では、地域の高齢者が体操やゆんた
く（おしゃべり）等を通し、安心して暮らせる支え合いで繋
がりを持つことができます。
　また、12 月からスタートした『歳末たすけあい運動』で
すが、運動期間は過ぎましたが、まだまだ募金を受付して
います。この募金を活用した『地域見守り交流事業』では、
外出機会の少ない高齢者が地域の方や子どもたちとの交流
を楽しみながら、顔の見える関係づくりを行っています。
　両募金とも、那覇市の福祉活動を支える貴重な財源とな
る募金です。皆様のご協力をお願いいたします。（担当：港川）

　金城老人憩の家の利用者の安次嶺廣美さんより、
手作りマスク78 枚を寄贈いただきました。
　明るく踊る事が大好きな安次嶺さんは、毎週土曜
日の社交ダンス同好会で活動されています。「健康の
ために一緒に楽しく社交ダンスを踊りましょう！」と
笑顔でコメントを頂きました。
　只今、社交ダンス同好会のメンバー大募集中です‼
　寄贈のマスクは社協を通して地域の高齢の方々にお
配りしました。（担当：十文字）

「最高のクリスマスになる」
感謝のメッセージ

★ケーキ寄贈★
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83台のクリスマスケーキを
寄贈いただきました！！

赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい募金

まだまだ受付しています！

那覇市総合福祉センター ～ 金城老人憩の家 ～

赤い羽根共同募金お振込先

沖縄銀行　田原支店
琉球銀行　金城支店
沖縄海邦銀行　高良支店
JA おきなわ　小禄支店
コザ信用金庫　小禄支店

（普）1295544
（普）23154
（普）0462779
（普）0737881
（普）0070640

歳末たすけあい募金お振込み先

沖縄銀行　田原支店
琉球銀行　金城支店
沖縄海邦銀行　高良支店

（普）1289246
（普）23147
（普）0537623 

▲ふれあい
　生き活きサロンで
　繋がりづくり

◀地域見守り
　交流事業の
　お弁当配達

沖縄県共同募金会那覇市共同募金委員会
会長 新本博司

多くの方に
クリスマスケーキや激励金を
お届けすることができました。
ありがとうございます！
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　H10年には27.3％だった加入
率が、R2年 5月1日現在で16％
まで低下！ちなみに、全国平均は
約 50％！“ゆいまーる沖縄”とは
言っても、地域の身近な住民組
織である自治会加入率は低下し
ている現実があります！

　那覇市の人口は、平成 22年～平成 28
年までは増加。しかし、平成 29年からは減
少傾向に！那覇市の世帯数を見てみると、
平成 22年からずっ～と増加傾向ですね！

社会背景や、それぞ
れの世帯の事情によっ
て世帯数が増えている
状況があるんですね！
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那覇市の地域課題を学ぶ！
～地域福祉計画と地域福祉活動計画から見える取り組み～

この課題を解決するために、
第4次那覇市地域福祉計画と第2次那覇市地域福祉活動計画が

策定されました！

この課題を解決するために、
第4次那覇市地域福祉計画と第2次那覇市地域福祉活動計画が

策定されました！

1.ひとり暮らしの高齢者が増えている！？

3. 経済的にお困りの世帯が増加！？生活保護世帯の増加

2. ひとり親世帯が増えている！？

課題その3. 新型コロナによる生活困窮者が増加！？ 特例貸付決定の状況

那覇市の人口と世帯数の推移

自治会加入率の低下

新型コロナによる生活困窮者が増加！？ 特例貸付決定の状況

課題その2.
解説

解説

那覇市の人口と世帯数の推移

　誰もが自分ごととして地域
に目を向け、何かあれば協働
できる人を育てること、また
地域の核となる自治会等の活
動の維持・活性化を図る等
の取り組みを行っています！

　地域に目を向ける人が
育つことで、課題を抱え
る人に「気づき」「みまも
る」こと につながります。
那覇社協では、地域見守
り隊を結成し、定期的な

見守り訪問を行い、専門的な支援が必要な時は円滑
に関係機関へ、“つなげる”仕組みづくりをしています！

　行政と市民、地域団体、コ
ミュニティソーシャルワー
カー、サービス提供事業者、
教育関係者、事業者等の力
を結集し、「地域力」を高め、
だれも地域から排除される
ことがないよう支えることを目的に協議の場づくりや、
その声をカタチにする取り組みを行っています！

2. 那覇市社協の取り組みを紹介！1. 校区まちづくり協議会 2. 那覇市社協の取り組みを紹介！

　これまで、地域の核として大きな役割を担ってきた
自治会は今後も重要な組織です。ただ、自治会の加入
率は年々低下しています。その為、那覇市では地域課
題に対応するために、新たな地域に身近なコミュニ
ティーとして小学校区をひとつのエリアとして考える
ことにしました。
　那覇市にある36の小学校区において、自治会だけ
でなく通り会や地縁組織・企業や各種団体やボラン
ティアなどと連携協力しながら地域課題の解決に取
り組む動きが始まっています！現在は12 校区でまち
づくり協議会が結成、活動しています！

1. 校区まちづくり協議会

課題その1.

つまり

自治会加入率の低下

世帯数は増え
自治会加入率は
下がってきています

人口は減ってますが
世帯数は増えてます！

目標 1 福祉活動を推進するための風土づくり（みつける）
目標2 必要な人に最適な支援が届く仕組みをつくる（みまもる）
目標 3 住民による支え合いで地域力を育む（つなげる）

地域住民同士の“つながり”は
薄れてきている

困りごとは、より複雑に、深刻に
そして気づかれにくい状況に…
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那覇市
10,963 2,076,200,000円
件 数 金 額

緊急小口資金

7,583 3,939,643,000円
件 数 金 額

総合支援資金

2,426 1,266,688,000円
件 数 金 額

総合支援資金（延長）

20,972 7,282,531,000円
件 数 金 額

合 計

31,18%
件 数

県内構成比

考えられることは？考えられることは？

（那覇市地域福祉活動計画とは、那覇市が策定する地域福祉計画に基づき那覇社協が具体的な取り組みを計画したものです）

地域の支え合い
のサイクル

つなげる みまもる

みつける

つなげる

みまもる

みつける

計画を基にどんな取り組みが行われてるの？計画を基にどんな取り組みが行われてるの？

住まい
近隣所14万世帯

155自治会
（H30.4月末現在）

基礎圏域（36小学校区）
小学校区まちづくり協議会

中圏域
（18圏域へと再構築を進める）

民生委員児童委員協議会・地域包括支援センター
コミュニティソーシャルワーカー（CSW）

民生委員児童委員、協働大使・NPO・企業・商店街・ボランティア団体等

4 行政区
那覇市全域

誰にでも起こり得る地域生活課題を知る・関心を持つことで「自分ごと」として捉え、
地域全体で解決しようという意識が大切なんです！

誰にでも起こり得る地域生活課題を知る・関心を持つことで「自分ごと」として捉え、
地域全体で解決しようという意識が大切なんです！

人口は減ってきている
のに、世帯数が増えて
いるのはなぜだろう？？

ここで疑問！

なるほど！



活動アラカルト

ふれあい福祉相談室

「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、精神障がい者などで、自分で
判断することが難しい方々の福祉サービスの利用手続きや、
医療費・公共料金の支払い等の日常的な金銭管理のお手伝い、
書類の預かりサービスを契約に基づいて行っています。

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
支援を行ないます。

デイサービスあしびなー
☎ 080-1739-1355

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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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

● 訪問介護
● 総合事業
● 障がい福祉サービス

● サービス利用計画の作成● ピア（同じ仲間）サポート

予約制

なは社協 相談窓口のご案内

ふれあい・いきいきサロン
『ペンタス花の会』

＆
JAおきなわグリーン
首里すいまーる

ふれあい・いきいきサロン
『ペンタス花の会』

＆
JAおきなわグリーン
首里すいまーる

このゆびと～まれ！！

◀生活支援サポーター
　活動の様子

　去る10月末に「正月の花の寄せ植え講座」が JA
おきなわグリーン首里すいまーるにて開催され、ペン
タス花の会18 名の方々が参加しました。
　室内活動が厳しい中、広い場所で短時間の活動が
出来ないかということで、代表：安里さんが（すいまー
る）に問合せて実現したそうです。始めに予算の枠内
で花を選ぶのですが種類が豊富で、「これ可愛いわね」

「あれも素敵」と盛り上がっていました。植えつけ方
や花の配置等のレクチャーがあり、あっという間に素
敵な寄せ植えが完成。お正月には花も根付いて色彩
豊かに玄関を飾ってくれたのではないでしょうか。
　首里すいまーるでは、毎月第３土曜日に野菜販売と
野菜の植えつけ講座も実施されているそうです。気に
なる方はぜひ行ってみてくださいね。（担当：玉城）

　「訪問型サービス A」は、那覇市独自の訪問介護サー
ビスで、掃除・洗濯等の家事支援に特化しています。食
事や入浴介助等の身体介護は行いません。介護職に興味
のある18 歳以上の方なら、無資格・未経験でも受講でき
ます♪
　また、今年度最後の「生活支援サポーター養成講座」も

同時募集中です。地域では高齢化が進み一人暮らしの高
齢者も増え、ちょっとした困りごとを支えるサポーターさ
んが必要です。“自分の時間の30 分を、誰かのために”
あなたもサポート活動を始めてみませんか？
　各々の日程は下記の通り行います。いつでもお気軽に
お問合せください。（担当：神田）

訪問型サービスA従事者養成研修＆
生活支援サポーター養成講座

受講生 大募集‼

naha 2月号 naha 2月号

『訪問型サービス A従事者養成研修』
日時：令和 3 年２月16 日（火）、17 日（水）、18 日（木）／9:30 ～16:30／計 3 日間
場所：沖縄県男女共同参画センター 3 階　研修室 1（那覇市西 3-11-1）

『生活支援サポーター養成講座』
日時：令和 3 年２月 26 日（金）／10 時～12 時
場所：ともかぜ振興会館　研修室 1・2・3　（那覇市金城 3-5-3）

訪問型サービスＡ従事者▶
養成研修の様子

トレ
ちょっと

①たけあいす ⇒

②しおがつうょ ⇒

③まきくすりけーす ⇒

トレ
ちょっと vol.10 ヒント

誌面のどこかに
載っている
言葉です!!脳脳

ひらがな
バラバラ
並びかえ

ひらがな
バラバラ
並びかえ

※答えはP8にあります



令和3年2月22日（月） 12:00-14:00
FMなは（78.0Mhz）で放送！

ラジオ
放送「なはみまもりフォーラム2021」
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　昨年から、密が世相を反映し、やーぐまいが生活様式の一部になった。身を守
るとはいえ、福祉を必要とする市民には、人の優しさに対する行為が特に身に
染みる場面が多く見られた。人のあったかさは、人を幸せにする。今年も、わくわ
くする活動を読者の皆様と共にとりくんでいけますように。（担当：山ちゃん）

編集後記

「なはみまもりフォーラム 2021」 　　ラジオ開催！

令和3年2月22日（月） 12:00-14:00
FMなは（78.0Mhz）で放送！

ラジオ
放送「なはみまもりフォーラム2021」

メッセージ募集　メール：info@nahasyakyo.org　FAX：098-857-6052

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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奥間滝子 様
与儀澄子 様
仲地隆 様
真和志第一民生委員児童委員協議会
那覇市包括支援センター 若狭
石川外科クリニック
那覇市包括支援センター 古波蔵
首里金城町自治会
首里第一民生委員児童委員協議会
名護更生保護女性会
県営大橋市街地住宅自治会
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21.

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄県中小企業団体中央会
株式会社 国際重機
琉球銀行労働組合
国際ソロプチミスト沖縄
株式会社 大央ハウジング
金武町社会福祉協議会 
株式会社 はまもと不動産
株式会社 大城組 
障がい者就労支援センター さわやか

ボランティアBOX 取組団体（12月受付団体）※順不動

ちょっと脳トレ　vol.10 答え

①たすけあい ②おしょうがつ（お正月）
③くりすますけーき（クリスマスケーキ）

国際ソロプチミスト沖縄 琉球銀行労働組合

令和 2年12 月11日～
令和 3 年1月10 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額

8,956,384円

2,071,839円

令和２年4月1日～令和2年12月10日

沖縄県卸商業団地協同組合・
（公社）沖縄県トラック協会那
覇支部・㈱島袋ガス・糸嶺篤秀・
名嘉山吉子・沖縄ガス㈱・開
南カトリック教会・第一生命保
険㈱那覇職域営業オフィス

寄附者ご芳名

一般寄付

初

みんなでつくる
ラジオ番組！
沢山のメッセージ
お待ちしてます！

　今年で３回目の開催となる『なはみまもりフォーラム』、今
年は “ひとりの100 歩より、みんなの1歩” をテーマに FM
なは (78.0MHz) よりお届けします！ラジオを通して、自分
ができる “みまもり” について一緒に考えてみませんか？朗読
劇やディスカッションを交えながら楽しくお届けします♪
　社協への質問、みまもりに関するエピソード、当日ラジオ
を聞いての感想など、あなたの声をどしどしお寄せ下さい。
メッセージは、下記のメールまたは FAX で！沢山のご意見・
ご感想お待ちしております♪（担当：神田）　
※メッセージの締切 2/22（月）14:00 まで

みまもりに関する
エピソード大募集！！


