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　皆様はご覧になったことがありますか？那覇市
総合福祉センター前の素敵なオブジェを。これ
は平成 7 年に沖展会員でもある喜名盛勝氏か
ら寄贈された彫刻「散歩道」です。子ども達を
見守り来館者を和ませてくれる、センターの護
り神のような大切な存在です。長年の歳月で苔

におおわれていましたが、教え子である古堅敏
和さんの手によって制作当時を思わせる綺麗な
状態になりました！！身体を丁寧に洗浄してもら
い、琉球石灰岩の優しい色合いを取り戻したオ
ブジェです。気持ち良さげに草を食べている様
子を、ぜひご覧くださいね♬（担当：上原）

毎月発行に
リニューアル
しました！
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コロナ禍でも、
みんなで一緒に
ボランティア

コロナ禍でも、
みんなで一緒に
ボランティア

特集

那覇市社会福祉協議会 http://www.nahasyakyo.org

Facebook・Twitter

やってます！
チェックしてみてね！

ピカピカ！  
きれいになったよ♪ピカピカ！  
きれいになったよ♪

きれいにするぞ！きれいにするぞ！

ビフォー

アフター！！

こけ
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通常のランニング団体です。日常の活動の中に視覚障
がいを持つランナーが当たり前のように溶け込んで活
動に参加する、ノーマライゼーションを実現しています。

沖縄伴走ランナーネットワーク

特集
今号の

夏期（4月～ 11 月）7:00 ～ 10:00
冬期（12 月～ 3 月）8:00 ～ 11:00

日

日 日時 場 場所 問 問合せ M メール H ホームページF FAX電 電話 費 参加費

奥武山公園
（鳥居から入って守衛室隣の東屋集合）
マラソンシーズンはコース試走会あり！

場

沖縄伴走ランナーネットワーク問
bannet03@hotmail.comM
www.banso-runner.net/（メールフォームから！）H

水辺の環境保全活動を通して自然・環境への気づき
を広げることを目的としています。水生植物の回復
や学習プログラム、エコツアーの提供、希少種の保
護活動などをを行っています。

特定非営利活動法人 おきなわ環境クラブ

イベント開催中、その前後日
イベント開催場所、ほか場

ゆかいな仲間たち（友利敏幸）問
無料費

無料費

090-7293-2718電

毎月第 3水曜日、ほかイベント時日
イベント開催場所場
那覇市保健所 地域保健課（新里、上地）問
098-853-7962電

外出支援サービスの情報をもっと簡単に得ることが
できないか？そんな思いから始まった活動です。外出
支援サービス情報の調査や、周知活動（情報誌の発
行）をしています。

介護タクシー・調査プロジェクト

毎週水曜日 16:00 ～ 22:00日
ボランティアサロンまわし（真和志支所 2F）場
介護タクシー調査プロジェクト（砂川幸生）問
050-3550-2828電

ほのぼのカフェでは学習支援と食事の提供（時には
お弁当の配達）をしています。今後の目標は地域の
高齢者の方々に教えてもらいながら農園を作り、収
穫してみんなで調理することを体験させたいですね！

あけぼのほのぼの会

毎月第 2・第 4土曜日
10:00 ～ 12:00 頃（学習支援）
12:00 ～ 15:00 頃（食事ほか）

日

曙一丁目自治会事務所場
ほのぼのカフェ（玉寄文代）問
090-3793-6436電
fufukapuri234@gmail.comM

～みんなの愛を持ち寄る場所～子どもの居場所「ぽっ
とらっくパーティ」に遊びに来ませんか？子どもに必
要なこと！大人にできること！そして、みんなが楽し
いことが大事！ここは、みんなが成長する場所です。

一般社団法人 ぽっとらっくハート

障がいの有無に関わらず楽しく交流しています。
県立美術館での写真展や、FM レキオでの情報発信
もしています♬お気軽に問い合わせください。
イベントで一緒にコラボしたい！などのご連絡もお待
ちしています。

ゆかいな仲間たち

毎週火曜日 13:30 ～ 15:30（かりゆしうるくは随時）

城間ひろし・岸本百合子・比嘉正子・宮城トミ子・教
育庁県立学校教育課・那覇市役所こどもみらい課・
有限会社石阪商事・特定非営利活動法人おきなわ環
境クラブ・マヒナジーモ854・那覇市立神原中学校・
那覇市地域ふれあいデイサービス大名たんぽぽ会・
沖縄都市モノレール株式会社・大同火災海上保険株
式会社・株式会社琉球リース・那覇市地域ふれあい
デイサービス宝の会

※新型コロナウイルスの影響で活動内容に
変更がある場合もございます！事前のお問
合せをオススメします

日
那覇市総合福祉センター、かりゆしうるく場

那覇市ボランティア・市民活動センター（上原かおり）問
098-857-7766電
7766volu@nahasyakyo.orgM

那覇社協に集まった切手 BOX の仕分けや形を整えるな
くてはならない活動です。楽しみながら参加できる方♬

切手ボランティア

ボランティアBOX協力団体（4月受付）

毎月第 2・第 4土曜日 10:00 ～ 13:00日
まーいまーいNaha（那覇市字上間 549-1）場
ぽっとらっくハート（新垣美智子）問
098-836-3314電
098-836-3355F

マヒナジーモはハワイの言葉で～月の明かりで幸せ
を広げる～という意味があります。宿題をしたり、
絵本や漫画を読んだり、みんなでご飯を食べる子ど
もの居場所「マヒナジーモ学舎」の運営や、長田南
公園での清掃活動、社協の切手ボランティア活動へ
協力しています。

ボランティアサークル マヒナジーモ854

毎週土曜日 11:00 ～ 13:00
毎週水曜日 17:00 ～ 19:00

日

マヒナジーモ学舎 ( 那覇市長田 2-9-33-201）場
マヒナジーモ854（伊佐千代美）問
098-854-3985電 F

毎月第 2第または３土曜日
9：00 ～ 10:30

日

主に漫湖周辺場
特定非営利活動法人 おきなわ環境クラブ問
kokuba@npo-oec.comM
www.npo-oec.comH

kaigotaxi_search_okinawa@yhaoo.co.jpM
https://ctsp2008.jimdofree.comH

手話ダンスを通して健康づくりをしています。随時会
員募集中・体験レッスン大歓迎！直接会場にお越し
ください。

ふちゅくるの会

毎月第 3・第 4日曜日　14:00 ～ 16:00日
ボランティアサロンまわし（真和志支所 2F）場
ふちゅくるの会（南リツ子）問
090-3797-3892電

子ども達にとって大事な「おもちゃ」の修理を通し、
物を大切にする心の育成に貢献する。シニア世代が
修理ボランティアを通して子ども達と交流し達成感
を味わい、生きがいを持って社会に貢献する機会を
創出する。

おもちゃ病院沖縄 那覇

毎月第 4土曜日 10:00 ～ 16:00日
那覇市立図書館場

毎月第 5土曜日 10:00 ～ 16:00日
曙小学校場

おもちゃ病院沖縄 那覇（宮里勉）問
※活動時間内に活動場所へ、直接来てください。

ご自宅にある余って食べきれない食品を集めて必要
な方へ提供しています！食品提供は開催日に直接お
持ちください。一緒に活動する方や、広報担当（FB
や HP の更新など）ボランティアも募集中です。

ゆいまーるの会

市民ひとりひとりが生涯にわたって心身ともにいきい
きと活動できるよう健康づくりを推進しています。健
康づくりに興味がある方、ぜひ一緒に活動しません
か？推進員を随時募集しています！
※新型コロナウイルス流行時は活動自粛をしていま
すが、再開の目途が立ち次第、行政とのパイプ役と
して活動を進めてまいります。

那覇市健康づくり推進員協議会

毎週火・金曜日　9:30 ～ 10:30日
牧志公園（那覇市牧志 2-270-3）場
ゆいまーるの会（嘉手苅直美）問
090-3793-7906電
ksgjy079@yahoo.co.jpM

ボランティア団体を
ご紹介します

メンバー
募集中！

令和3年度
4月時点での
登録団体の

みなさまです！
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活動アラカルト

　令和 3 年 4月 8日（木）壺川東公園にて、
令和 3 年度最初のふれあい・いきいきサロ
ン・69 箇所目の開所式があり「はやおきラ
ジオ体操健康会」が誕生しました。
　はやおきは「三文の徳」を念頭に、壷川
東公園にてこれまで関わりの少なかった地
域の方々や壺川東改良住宅の住人との繋が
り、地域の活性化を目的としたサロンがス
タートしました。ラジオ体操や体操後のゆ
んたく、公園での清掃を通じて、心身共に
リフレッシュし健康作りを図りつつ、活動を
楽しんでいきたいと思います。（担当：前川）

ふれあい・いきいきサロン「はやおきラジオ体操健康会」

思いよとどけ！つながれ地域の輪

城東小学校区
まちづくり協議会
フードドライブ活動

ふれあい・いきいきサロン「はやおきラジオ体操健康会」

　城東小学校区まちづくり協議会
にてフードドライブ（以下、FD）
活動が行われ、沢山の食糧を “那
覇市社会福祉協議会” と “すい・
こども食堂（首里汀良町）” へ提
供していただきました。
　今回、安里会長より FD 活動の提案があり、運営委員会に参加して
いる皆さんから地域の方々にも声を掛けていただき実現したものです。
緊急事態宣言が明けてからの活動となった為、短い期間での案内と
なったとのことでしたが、軽ワゴン 1 台で入りきらないほどの量が集
まり、地域のつながり･結束力･地域への愛情を感じました。
　コロナ禍で経済的に困窮している世帯が増えている中、
FD 提供件数も 2 倍に増えている現状があります。皆さ
んの助け合いの思いを必要な方へ届けていきたいと思い
ます。本当にありがとうございました。（担当：玉城）

思いよとどけ！つながれ地域の輪

城東小学校区
まちづくり協議会
フードドライブ活動

　デイサービスあしびなーでは、介護保険の報酬改定により個別機
能訓練Ⅰ（イ）の加算を導入し、自立支援の強化に取り組んでいます。
理学療法士の上原を主に「肩甲骨をしっかり動かせば肩こりも姿勢
も良くなります！呼吸しながら体を動かして下さ～い！」と明るく声
をかけています。「（平行棒訓練で）楽に歩けるようになった」「（バ
ランス訓練を続けて）転ばずに着替えが出来ている」と利用者様
からも嬉しい声が聞けています。上原は「利用者様の生活自立を
目指して、楽しくケアします！」と意気込みを語りました。ご興味
のある方はぜひ、あしびなーまで！（担当：金城）

個別機能訓練、強化中！

今こそ集まれ～‼
高齢者を支える生活支援サポーター

7月16日（金）10～12時 7月30日（金）10～12時
会場：県立美術館 県民ギャラリースタジオ 会場：県総合福祉センター 東棟 502

※随時募集（いずれか1回の受講）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、状況に応じて延期及び中止になることがあります。予めご了承ください。

今年度も市内の高齢者宅で掃除などのちょっとした家事をお手伝いするボランティア「生
活支援サポーター」養成講座を開催します。受講は無料で、対象は 18 歳以上の市内で
活動できる方です。興味がある方は気軽にお問い合わせください。

第1回

令和3年7月13日（火） ～ 16日（金）／9～17時
令和3年6月1日（月） ～ 6月30日（水）／平日9～17時 受付募集期間：

日　時

対　象

第2回

講習の全日程受講可能な那覇市在住で、
講習終了後ファミリーサポート事業の活動が可能な方。
（保育・福祉関連の学生を含む 20歳以上の方が対象です）

定　員 20人以内を予定していますが、
コロナ感染状況によっては人数に変動もあります。

受講料 無料 ※テキスト代、実習費等は個人負担（2,700 円）
申込時 3センチ×2.5センチの顔写真必要

受講会場・申込先 那覇市ファミリーサポートセンター事務局　電話 098-857-8991

令和3年
7月度

あなたも子育てサポーターになりませんか !?
ファミリーサポートセンター

「保育サービス講習会」受講生募集

あなたも子育てサポーターになりませんか !?
ファミリーサポートセンター

「保育サービス講習会」受講生募集

naha 6月号 naha 6月号



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。

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金曜日 /午後 2時～4時
奇数月 第 4金曜日 /午後 2時～4時

司法書士専門相談
弁 護士専門 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

予約制

なは社協 相談窓口のご案内
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　はいさい！那覇市社会福祉協議会は、地域に住む皆さんが
笑顔で暮らせるまちづくりを目指して、行政や自治会や様々
な企業福祉団体と一緒に地域福祉活動を進めています。見
守り活動や子どもの居場所サポート事業など皆さんの身近に
ある支え合い活動のサポートや、高齢者・障がい者や生活困
窮世帯等への専門的な支援まで多くの事業を行っています。
　地域福祉活動を効果的、継続的に進めていくためには、
会員の皆さんから頂く会費がとても大事な活動の資金となっ
ています。あなたの助け合いの気持ちが豊かな福祉のまちづ
くりの力となります！会員加入へのご協力、ゆたさるぐとぅ、
うにげーさびら！

　公益財団法人 キユーピーみらいたまご財団助成事業の 2021 年度「食を
通した居場所づくり支援プログラム　新型コロナ禍特別対応」助成先として
「泉崎子ども食堂ちねんや～」が選考の結果認定されました。4/23 に授与
式がリモート開催され、推薦書を作成した糸のメンバーも立ち会い共に喜び
合いました。助成金 20 万円を助成される高里代表は、「子ども自身で料理
する楽しさを味わえる取り組みなどもやっていきたい」と今後の意気込みを
語ってくれました。食を通した居場所づくり活動に益々期待が高まりますね。
皆様、引き続き応援よろしくお願いいたします！（担当：城間）

●貸付上限額：20 万円以内
●据置期間：1年以内
●償還期限：2年以内
●貸付利子：無利子
●保証人：不要

●貸付上限額
・単身世帯：月15 万円以内
・（2人以上）世帯：月20 万円以内
●貸付期間：原則 3月以内
●据置期間：1年以内
●償還期間：10 年以内
●貸付利子：無利子
●保証人：不要

緊急小口資金 総合支援資金　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて、休業や雇止め、解雇等に
より生活資金でお困りの世帯に対し
て、2 種類の特例貸付（緊急小口資
金と総合支援資金）の申し込み期間
が、６月末日まで延長になりました。

みまもりたいぞうくん

戸別会員

団体会員

社会福祉の増進に理解と熱意があり、
本会の事業へご協力いただける市民・団体企業の方です。

賛 助 会員
住民組織、公私の社会福祉事業関係者で構成します。

正 会員

１世帯

年額

100

3,000

円

円

自治会

当事者組織
ボランティア・福祉機関

福祉団体

個人会員
団体会員
企業会員
協力会員

1口
1口
1口
任意の額

1,000
5,000
10,000

円

円

円

賛同する市民
医療機関・社会団体
企業法人
その他趣旨に賛同する者

福祉体験

ボランティア
活動支援

ふれあい・いきいきサロン
福祉体験

ボランティア
活動支援

ふれあい・いきいきサロン

社協会員募集社協会員募集 特例資金（緊急小口資金と総合支援資金）の申し込み期間延長について

ご活用
ください！
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キユーピーみらいたまご財団2021年度助成先決定！
「泉崎子ども食堂ちねんや～」おめでとうございます！！
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 そこで社協は何色と聞かれると、私は、グレーと答える。理由は、白
か黒かをはっきりさせることよりも、分かち合い誰とでも仲良くなれ
ることが「みんな同じ空に生きている」という理念にあっているか
ら・・あくまでも個人の所感です。（山ちゃん）

社協ってなに（イメージカラー）
よくイメージを色で例えることがある。ピュアな白、元気な黄色、植物
のグリーン、燃える紅の赤、全てを包み込む黒、色は物事の印象を大
きく左右する。

編集後記
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　市内各地で行われている沢山の見守り
活動を、１つの DVD に集めました♪映
像は、全て社協職員の手作り！素敵な活
動をもっともっと沢山の方に知ってもら
えたらと、多くの方々にご協力いただき
ながら一生懸命作成しました。
　地域見守り隊による訪問をしながらの
見守り、企業の皆さんが業務の延長線
上で行う見守り、自然と集まる仲間同士
での緩やかな見守り、、、『見守り』と言っ
ても、色々な形があります。この DVD
をご覧になった皆さんから、また新たな
見守りの輪が広がる事を願っています。
　DVD をご覧になりたい方は、社協
CSWまでお気軽にお問合せ下さい♪

　琉球びんがた普及伝承コンソーシアムと、布製品の
製造などを手掛ける「アジアアロワナ」が4月21日に、
紅型デザインをプリントしたランチョンマット 150 枚
を寄贈してくださり、子どもたちに紅型を身近に感じ
てもらいたいとの思いから、子どもの居場所などへ提
供しました。
　ランチョンマットは、老舗工房のやふそ紅型工房と
知念紅型研究所のデザインをプリントした 3 種類で、
紅型の普及や販売促進を目指した商品だそうです。同
コンソーシアムの小渡あずささんとアジアアロワナの
山内真代表は「子どもたちに紅型をきっかけに伝統工
芸を知ってもらいたい。びんがたが日常生活に馴染む
ものになってほしい」と期待しました。（担当：浦崎）

みまもりDVD完成！
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集まった使用済み切
手や書き損じハガキ、
テレホンカードにつ
きましては年度毎に
換金し「紙おむつプ
レゼント事業」とし
て必要としている方
へ役立てています。

ボランティアボックス琉球びんがたランチョンマット
子どもが親しむ機会に

琉球びんがたランチョンマット
子どもが親しむ機会に

150枚を
寄贈


