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　令和 3年 6 月11日付けをもちまして、社会福祉法人
那覇市社会福祉協議会会長に引き続き就任致しました。
　昨年来の新型コロナウイルス感染拡大によって、福祉
を取り巻く状況は大変厳しく、社協に寄せられる期待は
高まる一方であり、その果たす役割は極めて重要である
と認識致しております。「ともに生きる豊かな地域社会」

づくりを使命とし、「あらゆる地域生活課題への対応と地
域のつながりの再構築」を目指します。コロナ禍によっ
て、これまで以上に厳しさを増している地域生活課題解
決に向け、役員一同、最善の努力を致す所存でございま
す。今後とも、皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げ、就任のご挨拶と致します。

毎月発行に
リニューアル
しました！
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第32期 新役員としてスタートしました。

暑中お見舞い
　申し上げます。
暑中お見舞い
　申し上げます。会長　新本博司会長　新本博司

前原信達 副会長（新任） 山内光子 副会長（新任） 長嶺美佐子 副会長（留任） 宮城哲哉 常務（留任）

会長挨拶



那覇地区 真和志地区 小禄地区（12か所） （13か所） （3ヶ所）

naha 8月号2

　コロナ禍の緊急事態宣言に伴う学校休校を受けて、
学校給食が無くて困っている世帯の子どもたちの昼食
を支援しようと、那覇市社会福祉協議会は子どもの
居場所や地域のボランティアらと連携して、6 月 9 日
から 18 日の平日 8 日間に計 1240 食の弁当を届け
ました。
　子どもの居場所を運営する泉崎の居酒屋「ちねん
やー」の店長・高里孝朗さんが、企業や個人から那
覇社協に寄贈された食材を中心にメニューを考えるな
ど調理を統括。民生委員・児童委員や子どもの居場
所スタッフ、ふれあいデイサービスのスタッフら延べ
74 人が弁当作りに参加してくれました。「子ども達の
喜ぶ顔を浮かべながら作りました。」「皆さんと協力し

楽しく参加できました」との感想が寄せられました。
　取り組みを知った立川フードサービス様も 15～ 18
日にかけて計 336 食の弁当提供で支援。弁当は子ど
もの居場所や小学校で受け渡ししたほか、社協職員
や市の児童・子ども自立支援員、寄添支援員、民生
委員・児童委員さんらが配達もしました。ご協力いた
だいた皆さま、ありがとうございました。

広がる子どもの居場所・支援の輪
こどもたちの笑顔のために、多くのボランティア・個人・企業団体が協力
広がる子どもの居場所・支援の輪

休校中
居場所28か所が活動

休校中
居場所28か所が活動休校期間中の

こどもの食を守る
広がる協働　弁当支援 1240 食

～ボランティアの底力～

休校期間中の
こどもの食を守る 那覇地区

特集
今号の

飲食店が弁当を
作ってくれました

県の助成金も
使いました

①ほのぼのカフェ
②安謝新都心こども広場
③かめはま食堂
④美食蔵部
⑤コムギキッズ食堂
⑥のびのび広場
⑦那覇こども食堂
　ゆいまーるひろば

⑧タコライスラバーズ
⑨ちねんやー
⑩活き活きサロンちゅら花
⑪子ども食堂・ママ食堂
　みつばちの家
⑫ヨーガ・シャンティ

真和志地区
①みんなの食堂
②にじの森文庫
③ユイマール塾
④ワクワクゆんたく食堂
⑤みんなの居場所えん
⑥ほのぼのヒロバ
⑦小学生ユイマール塾よぎ

⑧マヒナジーモ学舎
⑨サンキュウ
⑩子どもの居場所こばんち
⑪ぽっとらっくパーティー
⑫子どもの広場 in 那覇
⑬こども広場トントン

小禄地区（12か所） （13か所） （3ヶ所）
①Ｒ.Ｋアカデミー
②小禄市営住宅内子どもの居場所
③すこやか宇栄原っ子

株式会社安室養鶏場
沖縄県那覇市倫理法人会
沖縄製粉株式会社
那覇青果物卸商事業協同組合
カトリック開南教会
株式会社沖縄物産企業連合

●

●

●

●

●

●

株式会社琉宮青果
沖縄生麺協同組合
糸満市社会福祉協議会
沖縄県安全施設業協会
社会福祉法人そてつの会
糸満漁業協同組合

●

●

●

●

●

●

株式会社昂和水産
有限会社ピッコロモンド
沖縄銀行 首里支店
新垣カミ菓子店
共育ステーションつむぎ
那覇東ロータリークラブ

●

●

●

●

●

●

プール・ヴー
一般社団法人 琉球びんがた
普及伝承コンソーシアム
アジアアロワナ株式会社
株式会社龍角散
アヲハタ株式会社

●

●

●

●

●

日新製糖株式会社
キユーピー株式会社
日本ケンタッキー・
フライド・チキン株式会社
株式会社吉野家
アサヒ飲料株式会社

●

●

●

●

●

株式会社立川フードサービス
森田トミ子
玉城梨紗他無農薬野菜栽培者
照屋 利美
仲里 和歌子
古堅 敏和
喜久永 りえ子

●
●
●
●
●
●
●

當銘 賢一
城田 大地
仲田 勝男
糸山 ゆり子
赤嶺 静夫
上原 公徳
伊藤 八重子

●
●
●
●
●
●
●

4-6月の寄贈者

（順不同・敬称略）

29企業団体
13個人ご紹介

マヒナジーモ学舎

ほのぼのカフェ

にじの森文庫

沖縄製粉 カトリック開南教会 那覇市倫理法人会

かめはま食堂一部を紹介します。支援してくれたみなさま、ありがとうございました。
休校中にも多くの寄贈がありました。

広がる協働　弁当支援 1240 食

～ボランティアの底力～
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　那覇市では、ボランティア団体が運営する子どもの居
場所が 2016 年夏に 18 か所誕生しました。同年 10 月、
那覇社協は市の委託を受け「子どもと地域をつなぐサポー
トセンター糸」を設置。糸は、居場所の新規立ち上げや
運営の支援、地域との繋がりづくり、寄付寄贈のコーディ
ネートに取り組んでいます。
　なは子どもの居場所ネットワークに登録する居場所数
は増加傾向で、特に昨年度は10か所が新たにオープンし、
6 月現在は44 か所と急増しています。カフェや居酒屋、
古本屋、ヨガ教室など、多種多様な居場所の活動が市内
全域に広がっています。「地域の子は地域で育てよう」と
社会的孤立を防止するため、創意工夫しながら変化と進
化する子どもの居場所の応援を、どうぞよろしくお願い
します♪

　子ども達の第三の居場所を作りたいと 2020 年 10 月に「子ど
もの居場所こばんち」をスタートしました。第２、第４金曜日に食
事をメインに、ボードゲームやカードゲームで交流を楽しんでいま
す。通学路にある掲示板や学校で告知をし、初回は 40 人が参加、
今では 86 人に増えました。参加者からは「近所に遊ぶお友達や
場所ができて良かった」「毎回、子ども達が参加するのを楽しみに
している」という嬉しい声も。今回の休校期間中は、第 3 週にも
臨時開催しましたが、初めて来る親子や、室内で遊びたそうにし
ている子の様子に居場所の必要性を感じました。
　子ども達が安心して過ごせる居場所として、私自身も子ども達
との時間を楽しみながら共に成長していきたいと思います。

　企業・個人団体からの子どもの居場所への物資支援は 19 年度が約 138 件だったのに
対し、20 年度 179 件（定期寄贈を除く）でした。コロナ禍で支援する側も厳しい環境
にありますが、その中でできる支援をしたいと、増えてきています。お米や乾麺などの主
食だけでなく、冷凍商品や生卵や野菜などの生鮮食品の定期的な寄贈も増えています。

また、子どもの居場所や困窮世帯の
支援に使う目的別寄付の受け付けも
スタート。寄付型自動販売機の設置
も始め、第１号として那覇青年会議
所様の事務所前に設置しています。

子どもの居場所は18か所から44か所に！

「子どもの居場所こばんち」代表・小林香織さんに聞きました 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支援センター

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

●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

午前 9時～正午
午後 1時～4時

　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、8月末日まで延長になりました。

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

naha 8月号 naha 8月号

ご活用
ください！ 受付時間

2020年度の居場所支援の寄贈179件
定期寄贈や寄付型自動販売機も

量も増大

（担当：城間、上原、浦崎、小林）

2016年6月 17年6月 18年6月 19年6月 20年6月 21年6月 21年12月

18
22

30 31 33

44
50

なは子どもの居場所ネットワーク
登録数の推移

サポートセンター糸の
ホームページも

よろしくお願いします♪
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（１）会務の運営
　　①理事会・評議員会
　　②三役会議等開催
　　③各種部会・委員会の開催
（２）会員の拡充強化
　　①正・賛助会員の加入拡大
（３）福祉活動の財源の確保
　　①赤い羽根共同募金
　　②歳末助け合い募金
　　③チャリティー事業等の推進（コロナ禍の為中止）
　　④卓上募金活動の推進
　　⑤自動販売機の設置
　　⑥不要入れ歯回収ボックスの設置
（４）事務局体制の基盤整備
　　①労務環境整備等の調査研究　外間経営労務管理事務所（顧問契約）
　　②法律問題相談及び学習会　寺田弁護士事務所（顧問契約）
　　③安全衛生委員会　國吉産業医（委託契約）
（５）研修の推進
　　①役職員研修会の開催
　　②各種研修会への参加派遣
　　③人材育成研修の開催
（６） 那覇市社協第 4次強化発展計画評価委員会の開催（コロナ禍の為中止）
（７）各種規程・規則等の整備
（８）定期監査
（９）正規職員採用試験
（10）那覇市民生委員児童委員派遣

（１）那覇市安心生活創造推進事業　地域の福祉ニーズを把握するために必要となる事業
　　①生活課題検討・調整事業
　　・地域見守り支援ネットワーク活動の推進
　　・見守り会議への参加
　　②地域支援活性化事業
　　・CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の民児協毎の配置
　　③住民懇談会の推進
（２）地域の福祉ニーズを踏まえた地域サービスの創出・推進を図るために必要となる事業
　　①抜け漏れのない実態把握事業
　　・民生委員・児童委員活動の支援（毎月定例会への参加）
　　・住民組織活動の支援　既存組織活動の活性化
　　 ・「なは見守りフォーラム2021」の開催（FMなは放送局より配信）
　　・緊急医療情報キットの配付
　　・見守り訪問ティッシュ配布安否確認支援事業
　　・地域見守り交流事業
（３）地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るための事業
　　①災害時避難行動要援護者事業への協力
　　②ふれあい・いきいきサロン事業
　　③那覇市福祉協力員養成講座の開催
　　④当事者団体への支援活動
　　⑤ちゅいしぃじぃ（小規模法人ネットワーク化）事業との連携
　　⑥小学校校区まちづくり協議会等への参画（市内１２小学校区まちづくり協議会）
（４）その他地域福祉の推進を図るために必要となる事業
　　・各関係機関等への会議・連絡会の参加
（５）地域ふれあいデイサービス事業の実施（市受託）
　　・実施地域 126ヶ所
　　・情報交換会の実施
　　・「第8回敬老の祝い」開催（コロナ禍の為、各運営協議会へ訪問し表彰）
（6）生活支援コーディネーター（生活支援・体制整備事業）
　　①地域ニーズと資源の状況の見える化、問題提起に関する業務
　　・第 1層協議体へ課題提起に向けた調査
　　②多様な主体等への協力依頼などの働きかけに関する業務
　　・生活支援サポーター養成講座及び訪問型サービスA従事者養成研修　周知協力依頼
　　・日常生活手段における移動手段に関するアンケート調査依頼
　　③関係者のネットワーク化に関する業務
　　・意見交換会及び情報交換
　　④目指す地域の姿・方針の共有・意識の統一に関する業務
　　・第 1層、第 2層生活支援コーディネーター合同連絡会
　　・那覇市と定例会議
　　⑤生活支援サービスの担い手の養成に関する業務
　　・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
　　⑥第 1層協議体の運営に関する業務

　　⑦第 2層協議体の運営を補助する業務
　　⑧ ①～⑦の業務を通し、生活支援・介護予防サービスを創設する業務
（７）地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）業務
　　①従事者の登録・管理に関する業務　
　　②利用者の受付及びケアプランナー等との利用調整に関する事
　　③利用者と従事者のマッチング
　　④従事者への指示及び情報の伝達
　　⑤従事者の業務実施状況の把握等
　　⑥利用者及び従事者の個人情報に係る書類等の管理
　　⑦従事者に関する活動費の支払い業務
　　⑧那覇市及び地域包括支援センター等との連携
（８）ちゅいしぃじぃ（小規模法人ネットワーク化）事業
　　①法人間連携プラットフォームの設置
　　②連絡会の開催
　　③複数法人の連携による地域貢献協働事業の推進
　　④福祉・介護人材の確保・定着のための取り組み
　　・小学校へ福祉教育の講師派遣（ボランティア事業との連携）

（１）ボランティア・市民活動センターの運営
　　①那覇市社協ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催
（２）啓発広報活動の推進
　　①ボランティア啓発活動事業の推進
　　②那覇市社協ボランティア・市民活動センター情報」誌の発行
　　③ボランティアBOX事業（収集ボランティア）の推進
（３）ボランティアコーディネート活動の推進
　　①ボランティア活動の需給調整 24時間テレビ「愛は地球を救う」への協力
　　②歳末おそうじ隊事業､電気点検・寝具洗浄の実施
　　③紙オムツプレゼント事業の実施
（４）ボランティア養成及び研修事業の推進
　　①ボランティア養成講座の開催
（５）ボランティア団体活動の支援助成
　　①ボランティアグループ活動支援助成
　　②ボランティア活動関係機関連絡会の開催
　　③ボランティア保険の加入促進
　　④ボランティアサロンの管理運営
（６）ボランティア学習・福祉教育活動の支援
　　①福祉教育・福祉体験学習活動の支援、福祉講話、疑似体験等実施
（７）災害救援ボランティア活動の推進
　　・地域自主防犯防災活動の支援
　　・災害ボランティアセンター運営支援
（８）企業の社会貢献活動の推進

（１）社協会報「社協だより」の発行
（２）第 44回那覇市社会福祉大会の開催（市補助）
（３）インターネットホームページの運用
（４）移動広報車の活動推進　
（５）「沖縄県かりゆし長寿大学校」の推薦協力

（１）福祉関係団体等活動の支援助成
　　・赤い羽根共同募金助成
　　・歳末たすけあい募金助成
（２）福祉関係団体連絡会の開催
　　・単位民児協定例会（随時）
（３）介護保険事業関係事業所連絡会への参画
　　・訪問介護ネットワークなは研修会
　　・通所介護ネットワークなは研修会
　　・訪問介護・通所介護ネットワークなは合同研修会

（１）ふれあい福祉相談事業の運営
　　・相談員、専門相談員、専任相談員の配置

（１）生活福祉資金貸付事業の実施（県社協受託）
　　①生活福祉資金貸付事業
　　②生活福祉資金（特例）貸付事業
（２）法外援護活動の実施
　　①緊急支援提供
　　②那覇社協フードドライブ
（３）重度心身障害者医療費等貸付事業の実施（市補助）

（４）困窮世帯・子どもの居場所等支援事業
　　・寄附の受入及び物品の提供

（１）日常生活自立支援事業の推進（県社協受託）
　　・福祉サービス利用支援・日常的金銭管理、書類等預かりの実施
　　・各種研修・連絡会への参加
（２）生活保護世帯金銭管理支援事業の推進（市受託）
　　・福祉サービ利用支援・日常的金銭管理、書類等預かりの実施
　　・各種研修・連絡会への参加
（３）法人後見事業の実施
　　・各種研修・連絡会への参加

（１）那覇市ピアサポート事業　当事者の交流・相談活動
（２）特定相談支援事業
（３）障害児相談支援事業
（４）自立支援給付等に関する指定障害福祉サービス事業者等実地指導

（１）ファミリーサポートセンター事業の実施（市受託）
（２）病児・緊急対応強化事業
（３）ひとり親等の利用支援事業の実施
（４）育児支援家庭訪問事業の実施（市受託）
（５）子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）
　　・居場所づくりを支える運営連携会議の設置
　　・自主開催子どもの居場所新規立上げ支援
　　・代表者連絡会・研修会の実施
　　・個人や企業からの物品提供受入および団体等への物品提供
（６）こども食堂等支援事業（民間助成金事業）
　　・企業団体等からの物品提供受入および団体等への物品提供
（７）那覇市つどいの広場事業の実施（市受託）

（１）リフト付きバス運行事業の実施（市受託）

（１）介護保険居宅介護支援事業所の経営
（２）介護保険指定通所介護事業の経営
　　デイサービスあしびなー（通所介護）
（３）介護保険指定訪問介護事業の経営
　　①ホームヘルプステーションわかば（訪問介護）
（４）障がい福祉サービス事業（居宅・重度・同行・行動）の経営
（５）地域生活支援事業（那覇市ガイドヘルパー事業）の実施
（６）一般旅客運送事業（福祉有償移送事業）の実施
（７）介護保険・障がい福祉サービス制度外サービスの実施

（８）介護保険・障害福祉サービス事業経営検討会議の開催
（９）安全管理委員会の運営

　
（１）総合福祉センターの管理運営
（２）金城老人憩の家の指定管理運営
（３）金城児童館の管理運営
（４）ボランティア室の管理運営
（５）社会福祉センターの管理運営
　

（１）那覇市小禄老人福祉センターの指定管理運営
　　①教室、講座の開催と同好会活動の支援
　　②地域見守り活動
　　③実習生受入
（２）那覇市識名老人福祉センターの指定管理運営
　　①教室、講座の開催と同好会活動の支援
　　②地域見守り活動
　　③実習生受入
（３）那覇市金城老人憩の家の指定管理運営（再掲）
　　①教室、講座の開催と同好会活動の支援
　　②実習生受入

（１）那覇市小禄児童館の指定管理運営
　　①行事・クラブ活動等の実施
　　②児童館だよりの発行
　　③つどいの広場事業の受託
（２）那覇市識名児童館の指定管理運営
　　①行事・クラブ活動等の実施
　　②児童館だよりの発行
　　③つどいの広場事業の受託
（３）那覇市金城児童館の指定管理運営（再掲）
　　①行事・クラブ活動等の実施
　　②児童館だよりの発行
　　③つどいの広場事業の受託

（１）赤い羽根共同募金運動の推進
（２）歳末助け合い運動の推進

（１）南部地区社会福祉協議会連絡協議会への参画
（２）物品等貸し出し事業の実施（テント・きねうす）
（３）社会福祉士援助実習生の受け入れ
（４）実習生・インターシップ等の受入れ
　　　 

資金収支計算書

貸借対照表

財産目録

事業活動計算書
　事業活動収入計 ①
　事業活動支出計 ②
事業活動収支差額 ③=①－②
　施設整備等収入計 ④
　施設整備等支出計 ⑤
施設整備等収支差額 ⑥=④－⑤
　その他の活動収入計 ⑦
　その他の活動支出計 ⑧
その他の活動収支差額 ⑨=⑦－⑧
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨
前期末支払資金残高 ⑪
当期末支払資金残高 ⑩+⑪

流動資産
固定資産

流動負債
固定負債
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金
次期繰越活動収支差額
　　　　　計

借方 貸方

流動資産
固定資産
資産合計

流動負債
固定負債
負債合計
純資産

　サービス活動収益計 ①
　サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③＝①－②
　サービス活動外収益計 ④
　サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥
　特別収益計 ⑧
　特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨
当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩
前期繰越活動増減差額 ⑫
当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫
基本金取崩額 ⑭
基本金組入額 ⑮
その他の積立金取崩額 ⑯
その他の積立金積立額 ⑰
次期繰越活動増減差額 ⑱＝⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰

790,956,573
674,069,258
116,887,315

455,265
0

455,265
117,342,580

0
2,704,194

△ 2,704,194
114,638,386
75,863,095
190,501,481

0
0
0

121,477

291,581,337
342,506,988
634,088,325

111,433,859
103,822,200
215,256,059
418,832,266

791,411,838
677,723,863
113,687,975

0
7,762,170

△ 7,762,170
13,502,850
9,975,921
3,526,929

109,452,734
82,165,391
191,618,125

291,581,337
342,506,988

634,088,325

111,433,859
103,822,200
3,000,000
31,238

225,421,024
190,380,004
634,088,325

190,380,004

計

１．組織の基盤整備

２．地域福祉活動の推進

３．ボランティア活動・福祉教育の推進

８．権利擁護の推進 13．那覇市総合福祉センターの指定管理運営（市受託）

14．那覇市老人福祉センター及び老人憩の家の指定管理運営（市受託）

15．那覇市児童館の指定管理運営

16．沖縄県共同募金会那覇市共同募金委員会の運営

17．その他の事業

９．障がい者相談支援事業の推進

10．子育て支援事業の推進

11．在宅福祉サービス活動の推進

12．介護サービス事業の推進

４．広報活動の推進

５．福祉関係団体活動の支援助成

６．ふれあいのまちづくり事業の推進

７．生活困窮者に対する相談支援

令和2年度　決算報告（単位：円）
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令和２年度 那覇市社会福祉協議会事業報告
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所の居場所が、多くのボランティア市民の実践活動を通して福祉の
まちづくりが進んでいます。
　特に今回の緊急事態宣言のなかで、学校休校中の子どもたちへ給
食の代わりに温もりのあるお弁当を届ける市民の善意の輪の広がり
を見せました。
　この居場所づくりの取組みの背景のなかに、「（命）ぬちぃど宝」は、
沖縄の戦争を生き抜いてきた世代の魂が、心の息吹きとして戦後生
まれの次世代に受け継がれてきた優しさの「証」だと解釈したいのは
個人の所見のみではないと思う。（山ちゃん）

福祉のまちづくり（居場所とまち協）
　戦後の那覇市の福祉課題に生活困窮者対策と市民のコミュニ
ティの指標として自治会の加入率 16％が取り上げられます。その対
策として市では居場所づくりと組織づくり（まち協）に取り組んでい
ます。
　高齢者の居場所は、平成 10 年から始まったふれあいデイサービ
スが、現在 126 箇所に自治会長はじめ、民生委員児童委員、まちづ
くり協議会関係者に支えられてきました。
　子どもの居場所は、平成 28 年度より「糸」の事業を契機に 44か

編集後記

令和 3 年 6月1日～
令和 3 年 6月30 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額

3,871,367円

470,780円

令和 3 年 4月1日～
令和 3 年 6月30 日

・那覇港管理組合管理課　
・那覇市立中央図書館　
・カトリック開南教会
・長嶺　美佐子　
・那覇市議会事務局　
・伊野波　信行　
・㈱いしかわ文明堂
・光電気工事㈱　
・Nexti ㈱　
・沖縄東芝エレベータ㈱
・匿名

寄附者ご芳名

一般寄付

8

　石嶺小学校区まちづくり協議会（以下 石嶺まち協）子ども育成
部会による石嶺の歴史を知るウォーキングが 6 月 23 日（水）に
開催されました。
　今回歩いた「いしんみ歴史散策コース」（3 ㎞）では、石嶺ま
ち協 玉那覇善秀会長のガイドのもと、県内最古の亀甲墓として国
指定文化財となっている「伊江御殿の墓」などの歴史を肌で感じ、
学ぶことができました。伊江御殿別邸内にある戦車第 27 連隊の
戦没者を祭る慰霊碑では慰霊祭が行われ、黙祷を捧げました。
　石嶺に国指定文化財や豆腐作りに使用されていた井戸など、知
らなかったことを見るだけではなく知識も学ぶことができる良い
機会でした。今回歩いたマップについて、石嶺小学校区まちづく
り協議会 HPをご覧下さい。（担当：野原）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

宮城トミ子
高橋佑果
斉藤千春
喜屋武瑠美子
仲村玲子
仲田洋子
沖縄県教育庁 県立学校教育課
那覇市 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
真和志第 4
民生委員児童委員協議会
首里第 2
民生委員児童委員協議会
首里金城町自治会
神原中学校

16.
17.
　　
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

沖縄都市モノレール
那覇市地域ふれあいデイサービス
大名たんぽぽ会
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
BIZ.REFINE 株式会社
首里石嶺ハイツ自治会
首里第 1民生委員児童委員協議会
沖縄総合事務局
郵政福祉沖縄地方本部
すがやま保育園
イオン琉球 那覇店
名護市更生保護女性会
大同火災海上保険 株式会社
株式会社サン・エージェンシー
株式会社 設備研究所
鋼鐵処理産業 株式会社

ボランティアBOX 取組団体（6月受付分まで）※順不同

石嶺の歴
史を知るウォーキング

大同火災海上保険 株式会社

すがやま保育園

マヒナジーモ854


