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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！

街頭募金

共同募金贈呈式 大同火災海上保険株式会社

まちの清掃活動

学童募金

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

　赤い羽根共同募金は１０月１日から３月３１日までの６か月間全国一斉に行われる募金活動
です。これまで皆様から頂いた募金は自治会や公民館の活動、子どもから高齢者や障が
い者の支援といった活動に使われています。新型コロナウイルスの影響が長期化している
今、様々な福祉活動を支える共同募金の役割がますます重要となっています。あなたの小
さな行動や思いやりが集まることで、福祉のまちづくりのための大きな力となります。



皆様からの募金は「那覇市共同募金委員会」
に集められ、「沖縄県共同募金委員会」で
審査をしてそれぞれ地域の課題ごとに必要
配分額を決めます。

【じぶんの町を良くする活動】
集まったお金は、募金されたその地域で使われま
す。つまり「じぶんの町を良くする活動」のため
に使われているのです。みなさんの町での使い
みちはデータベース「はねっと」で調べられます。

【その町に住む私】
あなたの募金が、じぶんの町を住みやすい町にして
いきます。あなたの近くで困っていた人を笑顔にして
くれます。そのうれしい気持ちがまた赤い羽根につ
ながっていくと、うれしい大きな輪ができあがります。

ネット募金
寄付の申し込みは
こちらのQRコード
からもできます
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　赤い羽根共同募金はテレビのニュースや新聞では取
り上げられない、地域の小さな困りごとにも心を配って、
自分のまちをよくするためのお金として大切に活用され
ます。毎年自治会・公民館等をはじめ企業や学校など
多くの市民からの募金が寄せられています。皆さまから

の少しのあたたかい支援が那覇市をより良くしていくた
めの大きな力となります。今年も１０月１日から３月３１日
までの期間、共同募金運動を行いますので、ご協力の
程よろしくお願いします。
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赤い羽根共同募金とは

共同募金の使われ方をご紹介

赤い羽根共同募金とは

　県営繁多川高層住宅自治会では赤い羽根共同
募金の助成金を利用して、住民に無料で貸し出し
できる車いすを購入しました。自治会の門下会長
は、足が不自由な住民が自分の部屋からタクシー
や送迎車までの移動に不便を感じているのではな
いかと思い、自由に使える車椅子を思いついたそ
うです。門下会長は「車いすが必要な人とそれ以
外の住民が交流できるきっかけになってほしい」
と話し、今後はコロナ禍においても住民同士のつ
ながりが途切れないよう様々な工夫をしていきた
いとのことです。（担当：高澤）

　那覇市母子寡婦福祉会では、寡婦と母子のスキル
アップを目指して専門講師を招いての研修を行ってい
ます。ひとり親の課題解決に繋げた研修を通して、
お互いのコミュニケーションを深め、支えあう仲間づ
くりを目指しています。5 月 15 日には那覇市母子・
父子福祉センターで、講師に「癒し文字」で話題の
米盛智恵子先生を招きました。人生をより豊かにする
会話術や相手を認めてほめる言葉の講座が好評で、
「子育てや孫との関わりの面で非常に参考になった」
といった多くの感想が寄せられました。（担当：高澤）

共同募金の使われ方をご紹介

¥39,790,000¥39,790,000
那覇市目標額みんなで達成をめざそう

赤い羽根共同募金運動がはじまります!!赤い羽根共同募金運動がはじまります!!

皆様の温かいご支援・ご協力よろしくお願いします！ 

沖縄県共同募金会　那覇市共同募金委員会　会長 新本博司
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

（普通）1295544
（普通）23154
（普通）462779

JAおきなわ　小禄支店
コザ信用金庫　小禄支店

（普通）0737881
（普通）0070640

赤い羽根共同募金は、地域ごとに課題解決に必要な
使いみちの額を事前に定めてから、寄付を募る「計画募金」です。

つながりをたやさない社会づくり ～あなたは一人じゃない～つながりをたやさない社会づくり ～あなたは一人じゃない～

わたしたちの募金が
わたしたちの住む町を

住みやすい町にするんだね！

募金がどのように
活用されているのかも
知ることができるんだね

特集
今号の

自治会で車イスの無料貸し出し

ひとり親向けのスキルアップ研修開催



第45回  那覇市社会福祉大会
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令和3年度ボランティアグループ活動助成団体が決定しました!!
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日頃から
社会福祉にご貢献いただき
ありがとうございます

　真夏の日差しが降り注ぐ 8 月、まち歩きのため曙小学校区
へお邪魔しました。曙は大きな産業トラックが多く通る一方、
海や緑がありゆったりとしている地域です。今回は民生委員の
方から地域の特徴についてお聞きしながら、津波や地震を想定
し安全な場所や避難ルートを探しました。地域を実際に歩いて
みて、避難する際の環境的課題も発見することができました。
　那覇市では、いざ災害が起こったときの備えとして、避難支
援体制を構築する「個別避難計画」の作成を進めています。
普段からの備えと地域の力で防災力を高め、災害に強いまちづ
くりを一緒に目指していきましょう！（担当：林）

　那覇市、那覇市社会福祉協議会の共催事業とし
て、昭和 37 年から開催している大会です。多年に
わたり那覇市の社会福祉の発展に功労のあった
方々への表彰と感謝の意を表すための『表彰大会』
としての式典や、現代の多様な福祉課題に焦点を

あてたシンポジウムや講演会等を開催しています。
　しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症拡
大に伴い、市内から多くの方々にご来場いただくこ
とは困難であると判断し、大変残念ですが、大会
開催を中止することとなりました（下記敬称省略）。

　『免許返納して、非常に不便』『体力的に重たいものが持てない』
『外出時に一緒に行ってくれる人がいなくて不便を感じる』『遠いと
ころの大きなスーパーに行きたい』等々。
　現在なは社協で調査している「日常生活における移動手段に関
するアンケート調査」へ回答いただいた高齢者の方々の声です。那
覇市内では、バスやモノレール等のインフラ整備が進む一方で、移
動に困難を抱えている方々が増加しています。この調査はその問題
解決に向けた仕組みづくりを検討するための基礎資料となります。
多くの関係者並びに市民の皆さまのご協力をいただき、約 376 件
（8 月現在）を集計しています。集計結果についてはホームページ
等でも公表できるようご準備して参ります。引き続き、皆さまと一
緒に支えあいの地域づくりを目指していきます。（担当：神田）

日常生活における移動手段に関するアンケート調査について日常生活における移動手段に関するアンケート調査について

災害に強いまちをつくりましょう！災害に強いまちをつくりましょう！

活動アラカルト

問題解決に向けた
仕組みづくりを検討するため

調査をしています！

大会長感謝
[ 多額寄付者　個人 ]（4 名）　・糸嶺篤秀　・小渡輝雄　・匿名　
[ 多額寄付者　団体 ]（2 団体）　・株式会社りゅうせき　・三和金属株式会社

大会長表彰
［特別功労者　個人］（3 名）　・比嘉正和　・白玉初恵　・喜屋武光雄
［特別功労者　団体］（13 団体）　
・大典寺　・ジーマグループ　・県営赤嶺団地活き活きくらぶ　・漫湖ほがらか会　・おもとひばり会
・ハッピー健康若さ　・県営松川ふれ愛会　・サンライズ松尾　・識名市営住宅ふれあい運営協議会
・松尾1丁目八汐の会　・ステイヤング小禄　・赤嶺ゆくる会　・宮城区南フェアリー　

[ 社会福祉事業　特別永年勤続功労者 ]（14 名）
民生委員・児童委員として１５年以上（7名）
・田名いづ子　・伊波千惠子　・我喜屋千惠　・関　英子　・松川幸枝　・知念英子　・波平　剛　
社会福祉事業に２５年以上従事 （7名）
・富村　靖　・千葉政樹　・島田かおり　・前里勝美　・平良綾子　・西銘明子　・祖慶秀子　

[ 社会福祉事業　永年勤続功労者 ]（31名）
民生委員・児童委員として９年以上（6 名）
・島袋恵子　・新垣全明　・知念清子　・具志堅秋乃　・石川由美子　・比嘉朝子
社会福祉事業に１５年以上従事（25 名）
・玉城みどり　・伊佐沙織　・野崎和美　・玉城奈々枝　・仲本政代　・佐川里美子　・與座千恵美　
・上地正起　・大城俊一郎　・垣花有希乃　・川口直毅　・富村信美　・金城悦子　・座安直樹　
・伊佐真悟　・伊波成恭　・黒島三奈　・野原エリサ　・黒沼綾乃　・玉寄香澄　・大城理紗　
・川田百枝　・山城泰一郎　・伊良波武雄　・城間えり子

おもちゃ病院 沖縄那覇

ボランティアサークル マヒナジーモ 854

古都首里探訪会

シオンハウス育成会

RKアカデミー

子どもの居場所こばんち

ボランティア・市民活動センター運営委員会助成審査会での厳選なる審査の結果、
下記の 6 団体への助成が決定し、交付いたしました。

おもちゃ病院活動継続・円滑化

まなびやステイホーム図書館

史跡めぐりボランティアガイド

オーブンレンジ・圧力鍋購入

パソコンでデジタル教材活用

大型炊飯器・熱中症対策機器購入

20,000 円

85,000 円

50,000 円

70,000 円

100,000 円

100,000 円

団 体 名 事 業 名 助 成 額

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

株式会社 シビルエンジニアリング
那覇市 ハイサイ市民課
那覇市 こどもみらい課
那覇市 こども教育保育課
那覇市消費者生活センター
社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会
沖縄南部療育医療センター 相談支援事業所
障がい者就労支援支援センターさわやか

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

合同会社 クラッド
第二愛心こども園
なは女性センター
那覇市 こどもみらい課
那覇市 市民生活安全課
沖縄県 地域保健課
社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

ボランティアBOX取組団体 （8月受付分まで）※順不動※敬称略

お問い合わせ
098-857-7766
ボランティア

naha 10月号4
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　光電気工事株式会社 様（代表取締役社長 金城正司 様）より、
200,000 円の寄附を頂きました。人に優しく調和のとれた社会シス
テムを創るエンジニアリング企業として、沖縄県の「おきなわＳＤＧｓ
パートナー」にも登録し活躍しています。
　今回のご寄附は那覇市社会福祉協議会の困窮者支援や地域福祉
活動に大切に使わせていただきます。

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！
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～ 6/30那覇社協へ寄附金贈呈～～ 6/30那覇社協へ寄附金贈呈～

　SDGs（持続可能な開発目標）に積極的に取り
組んでいる沖縄銀行 8 支店（首里支店、若松支店
兼波之上支店、高橋支店、曙町支店、商業団地支店、
大道支店兼松城支店）が、6 月～ 8 月にかけて食
料品や衣類などを那覇市社会福祉協議会へ寄贈し
てくれました。
　今回の寄贈では、職員に呼びかけ食料品や衣類
を集めたり、近所の居場所へニーズを確認して “子

ども 1 人でも簡単に食べられる” インスタント食品
をそろえていただきました。また多くの取引事業者
へ呼びかけて、寄贈の賛同者を募り、たくさんの
野菜や調味料なども贈ってくれました。
　寄贈品は、子どもの居場所や生活に困っている
世帯へ提供しました。コロナ禍でみなさん大変な時
に、温かいご支援ありがとうございます。（糸：上原）

　夏休み真っただ中の 7/24（土）、なんと同日に下記の 3 カ所が新規オープンしました！いずれの居場所も
地域の子ども達のために何かできる活動をやってみたいと意気込んでいますので、皆様の温かいご支援をよ
ろしくお願いいたします！ ※詳しくは、ホームページ等をご覧下さい。

沖縄銀行 8支店から大きな支援沖縄銀行 8支店から大きな支援

●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、11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

ご活用
ください！ 受付時間

子どもの居場所3ヶ所が新たにオープンしました！!

こどもカフェシュタム 金城 3-8-21 毎週土曜日 /10～12時 不要 0 円
居場所名 住　所 開所日時 申込 料　金

みんなの居場所なかまんち 首里当蔵町2-8-2 首里公民館内 第4土曜日 /12～14時 不要 大人 200円/ 子ども 0円

にぬふぁぶし 泊 3-12-14 うちなあ家 毎週水・土 /17～19時 不要 大人 300円/ 子ども0円

（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸：城間）

令和 3 年 8月1日～
令和 3 年 8月31日までの
寄附金状況（敬称省略）

▲右側：代表取締役社長 金城正司 様

寄付金総額

4,537,367円

50,000円

令和 3 年 4月1日～
令和 3 年 8月31日

寄附者ご芳名

一般寄付

・真教寺
・匿名

香典返し

・山内ヨシ子（故夫 昌篤）
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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

● ピア（同じ仲間）サポート
● サービス利用計画の作成

予約制

予約制

なは社協 相談窓口のご案内
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ふくし川柳袋の作り方

　学校や家、地域での普段の暮らしに目を向けてもらい、日々のちょっとした「たすけあい」や、だれ
かに伝えたい「ありがとう」の感謝の気持ちを自由に 5・7・5 の川柳にしてみませんか。字足らず・
字余りでも大歓迎です！上記の募金袋を使って川柳を書いてもらい、選ばれた作品を那覇市社協だより
に掲載させていただきます！

　川柳を書いたら　　　　　　で切り取り、
　　　　　　で山折りに折って、「のりしろ」
にのりを塗って組み立てれば募金袋のできあ
がりです。募金袋にお金を入れたら右記の場
所までお持ちください。

ふくし川柳受付場所

切り取って組み立て、募金袋にご活用ください！

ふくし川柳、募集中！ご応募お待ちしてます！

沖縄県共同募金会　那覇市共同募金委員会
〒901-0155　那覇市金城3-5-4（那覇市社会福祉協議会内）
TEL　098-857-7766　FAX　098-857-6052

お問い合わせ先

ふくし川柳大募集
～ ふ だんの く らしの し あわせ～○ ○ ○
ふくし川柳大募集
～ ふ だんの く らしの し あわせ～○ ○ ○

○ 那覇市社会福祉協議会
○ 識名老人福祉センター・児童館
○ 小禄老人福祉センター・児童館

※募金は任意です。川柳のみでも構いませんのでお待ちしております！


