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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！

　那覇市社会福祉協議会では、初めてスマートフォン
を活用した募金・寄附の仕組みを取り入れることにな
りました。
　沖縄銀行公式アプリの「おきぎん Smart」に２つ
の募金「ちばりよーな～ふぁ募金」と「な～ふぁゆいまー
る募金」の登録が決定し、9 月 7 日から開始していま
す。従来の街頭募金とは異なる新しいツールとして、
若い世代の取り込みを期待しています。
　「ちばりよーな～ふぁ募金」はこども食堂や生活困窮

世帯への食糧や物資提供をすることで生命に関わる緊
急的な援助などの施策に活用されます。「な～ふぁゆ
いまーる募金」は高齢者や障がい者の見守り活動や地
域の困りごとを解決するための施策に活用されます。
　この取り組みは 2つの項目「１.貧困
をなくそう」「3. すべての人に健康と
福祉を」SDGｓに該当します。募金は
1回100円からできるのでまずは社会
貢献活動を始めてみませんか。

ちばりよーな～ふぁ募金

こども食堂や生活困窮世帯の
食糧や物資提供に！

ちばりよーな～ふぁ募金

こども食堂や生活困窮世帯の
食糧や物資提供に！

沖縄銀行×那覇市社会福祉協議会
２つの「な～ふぁ募金」がスタート！！

スマート募金スマート募金
２つの「な～ふぁ募金」がスタート！！
沖縄銀行×那覇市社会福祉協議会

な～ふぁゆいまーる募金

高齢者や障がい者の
見守り活動に！

な～ふぁゆいまーる募金

高齢者や障がい者の
見守り活動に！

募金・寄附のお問い合わせは▶ 那覇市社会福祉協議会（℡098-857-7766 まで）

おきぎん Smart



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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　１０月１日にコープおきなわの市内店舗へ、赤い羽
根共同募金箱の設置のため訪問しました。募金箱は
共同募金運動期間の令和３年１０月１日～令和４年３月
３１日まで設置され、買い物に来た方がついでに気軽
な気持ちで募金できるような取り組みとして、コープ
おきなわのご協力のもと実現しました。

　那覇市社会福祉協議会は地域と連携し、多くの皆様へ募金協力の呼びかけをして
きましたが、コロナ禍で様々な活動が制限され、共同募金運動を通した地域との交
流の機会が減少しております。コープ店舗の募金箱設置はそんなコロナ情勢の中で
生まれた新しい地域連携の形になります。
　那覇市社会福祉協議会はこれからも様々な工夫とアイデアを凝らして「今だからこ
そできる」募金に積極的に取り組んでいきたいと思います。（担当：高澤祐樹）
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コープおきなわ店舗に
赤い羽根共同募金の
募金箱設置

那覇市の共同募金の
使われ方をご紹介！！

コープおきなわ店舗に
赤い羽根共同募金の
募金箱設置

　銘苅市営住宅自治会では毎年のシーズン毎に住民が参加で
きる様々な団地内のイベントを企画しています。今年は赤い羽
根共同募金の助成金を使って、子供の日に合わせたこいのぼ
りの設置、七夕の季節に合わせて笹の購入をし、子供からお
年寄りが交流をもてるような企画を考えました。さらに自治会
集会所にある玄関や廊下、トイレの手すりの購入・設置にも
赤い羽根共同募金が役立ちました。
　仲西会長は「コロナで大変な時期だが、それでもできるこ
とをやっていきたい」と話し、役員だけで行事を企画するので
はなく住民が主体的に動くことで団地内のつながりが強いも
のになっていくよう工夫していきたいと意気込んでいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：高澤祐樹）

那覇市の共同募金の
使われ方をご紹介！！

　那覇市ボランティア・市民活動センターではベビー支援団
体から「費用と人手が足りない」と相談を受けたのを機に、
2 日に渡る大規模なボランティア体験講座を行いました。
9/11 は那覇商工会議所青年部と那覇青年会議所の有志の皆
様で約 3,000 枚の衣類を保管場所から搬出し、市内の 5ヵ
所のコインランドリーで洗濯・乾燥、那覇社協まで搬入して
いただきました。コインランドリーの費用負担は、有志の皆様
の自費によるものです。感謝！仕上がった衣類は 9/18 に 15
名のボランティアでサイズや季節ごとに分けて畳み、支援団
体へと渡しました。両日とも緊急支援に不可欠な「人との距
離を保ちつつも心は寄り添う」素晴らしい活動です。ありが
とうございました！（担当：上原かおり）

頑張りました !!ボランティア体験講座

企業のボランティア活動紹介

頑張りました !!ボランティア体験講座

　市内の子どもの居場所（こばんち、サンキュウ、RK アカ
デミー）の 3 箇所に株式会社三二六工務店様による「光触
媒コーティング」をボランティアで施工していただきました。
今後も多くの子どもの居場所に予定しています。三二六工
務店代表の宮城様にお話を伺ったところ「より安心して利用
してほしい」との思いから、子どもの居場所への社会貢献を
思い立ったそうです。「光触媒（酸化チタン）って何だろう？」
知らなかったので調べてみました…酸化チタンは厚生労働省
から食品添加物として認可されており、安全性が高く、光と
反応して活性酸素が作られ、抗ウイルス・防カビ・消臭効果・
抗菌の効果があるのだとか !! すごいですね。（担当：上原
かおり）

企業のボランティア活動紹介

　沖縄大学管理栄養学科の学生 7人（子ども食堂支援チーム）が、食育応援の一環と
して子ども食堂で子ども達も一緒に作れる料理レシピを考案し、調理方法の動画制作
に取り組んでいます。学生たちは、沖大の住所、国場 555 番地にちなみ、肉、人参、
タマネギ、ジャガイモなど身近にある5つの食材で各50グラム、5つのメニュー（カレー・
煮物・みそ汁等）作りを、気軽にチャレンジしてほしいと見出しのプロジェクトを立ち上
げ意気込んでいます。早ければ 10 月中にも那覇社協のＨＰの他、インターネットに動
画をアップする予定です。沖大の学生さんはじめ、ご指導いただいている先生方、関
係各位に心より感謝申し上げます。（子どもと地域をつなぐサポートセンター糸・城間）

募金で集う福祉の輪
赤い羽根共同募金運動

募金で集う福祉の輪

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

赤い羽根共同募金運動
特集
今号の 国場555（沖大）から発信する。子ども食堂お助けメニュー

～5つの食材50gで 5つのメニューに変身～

コープおろく店舗にて

手すりは仲西会長のDIY

皆さんの募金
お待ちしております！！

ボランティアセンター事業
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　今回で 4 版目 (21 年 9 月時点 ) となる子どもの居場所 MAP には 46ヵ
所の居場所を掲載しています。
　去年発行した 3 版（20 年 11 月時点）から子どもの居場所が小禄地区
1 か所、首里地区 1 か所、那覇地区 6 か所、真和志地区 1 か所と合計 9
か所増えました♪デザインはそのままです。
　那覇地区が突出して増えており、飲食店やヨガ教室、ヴィーガン料理を提
供するなど今までになかった個性的な居場所が仲間入りしています＾＾ 
MAPを見ながら、たくさんの居場所を訪ねてみてくださいね！
　コロナ禍でも、感染対策に取り組みながら居場所のみなさん頑張っていま
すので、今後ともよろしくお願いします！( 糸：上原 )

　ご家庭にある保存可能な食材（お米、缶詰め、レトルト食品、調味料など）を募り、
支援者を通して食品を必要とする方へ寄付するための活動です。　
　現在、那覇市社会福祉協議会では、様々な事情により生活にお困りの方へ、食
料品の提供を行っています。今後も活動を継続していくために多くの皆様からの
ご支援をお願いいたします。

　9月20日（月）デイサービスあしびなーで令和 3
年度のミニミニ敬老会、生年祝記念品贈呈式が行わ
れました。新型コロナウイルス感染拡大の影響から、
昨年に続き今年度も大きな会を開く事ができず、普
段の活動の中でささやかなお祝いと記念品の贈呈
式を行いました。

　今年トーカチ（数え88 歳）を迎えられた５名の皆
様を始め、あしびなーをご利用頂いている皆様、本当
におめでとうございます！これからもコロナに負け
ず、「笑い福い」（笑う角には福来たる）で元気に楽し
く過ごして参りましょうね～♪（担当：金城優子）

なは子どもの居場所ネットワークMAP第4版が完成しました！
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うるま福祉会玉の子保育園
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
沖縄製粉株式会社
デイセンター那覇（Hoccoripon）
第一生命保険株式会社
全国農業協同組合中央会（JA 全中）
社会福祉法人からし種の会
沖縄南部療育医療センター
株式会社琉球銀行
沖縄県那覇市倫理法人会
相談支援センターテイクオフ
有限会社丸友開発
株式会社つねひで産業
的エンタープライズ株式会社
社会福祉法人そてつの会
HELP OKI ヘルプオキ合同会社
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第一生命保険株式会社 那覇支社
株式会社大東商事
沖縄塩元売株式会社
沖縄製油株式会社
沖縄県青果卸売協同組合
有限会社ジャッキーステーキハウス
有限会社木原商会
株式会社富村商事
株式会社新垣具郎商店
株式会社川平商会
株式会社許田商会
株式会社ファッションキャンディ
沖縄銀行 大道支店兼松城支店
沖縄ヤクルト株式会社
ピースアイランドホテルグループ
株式会社スタートライン沖縄
イオン琉球株式会社 那覇店
株式会社琉宮青果
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沖縄県婦人連合会
おきなわこども未来
ランチサポート
冨士屋靴店
医療法人 正清会
久田病院
真教寺
古堅 敏和
屋我 嗣寿男
赤嶺 由佳利
赤間 八郎
川平 朝弘
嘉数 芳子
嶺井 聖也
糸山 ゆり子
知念 徹
赤嶺 ゆかり
匿名 多数
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　社会貢献や地域活動について考える企業向けセミナーを 8
月 26 日に ZOOM で開きました。SDGs（持続可能な開発
目標）への関心の高さなどもあり、約 55 人が参加。子ども
の（居場所）支援や、企業として取り組めるボランティア活
動を紹介しました。
　参加者からは「企業ができるボランティアにも様々あり、気
軽に取り組める活動もあるんだ、とイメージが具体的になった」
「自分たちができることを考えたい」といった言葉もありました。
　セミナーを機会に、地域課題の解決に向けて一緒に取り組
むパートナー企業が増えると嬉しいですね。セミナーは年明け
ごろにも開催予定です。（担当：浦崎）

社会貢献を考えるセミナーに50人超が参加社会貢献を考えるセミナーに50人超が参加
フードドライブ活動へのご協力について

糸のページからご確認・ダウンロードいただけます。ご活用ください▶

今回は 7 ～ 9 月に寄贈を頂きました皆様のご紹介をさせて頂きます。
ご協力、ありがとうございます。（順不同・敬称略）

受付時間 平日の 9時～ 17 時まで受付します。

フードドライブとは…

受付方法 那覇市社会福祉協議会の窓口へ直接ご持参
事前にお電話いただければ、職員が取りに伺います。

募集する
食料品

・お米類
・レトルト食品 (カレー 等 )
・インスタント食品（ラーメン 等）

・缶詰類（ポークやサバ缶 等）
・乾物類（海苔 等）
・飲料類（お水やお茶 等）

●賞味期限が明記されていない食品
●賞味期限が切れている食品

●賞味期限が１か月以内に切れる食品
●開封されているもの

●生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
●アルコール（みりん、料理酒は除く）

多くの個人・企業・団体の皆様から物品の寄贈を頂きました

ただし、下記の物は受付できません

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
！

あしびなーミニミニ敬老会

多くの方に
ご参加いただきました。
ありがとうございます！
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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、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
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　「重い荷物を持てない」「ネットは苦手、買物は店舗で選んで購入した
い」「免許を返納して車で買い物できない」「タクシーは経済的に頻繁に
利用できない」など“買い物弱者”となっている地域の方々のニーズに対応するためイオン琉球㈱様と就労継続支
援Ｂ型事業所「ハート・ラボ」様と連携し、マックスバリュ一日橋店でお買物したお荷物を障がい者の方が、ご自
宅までお届けする買い物支援（縁）サービスの実証実験を10月から開始されました。対象エリアは、字真地・字
識名・字上間です。今回、利用料金 300 円（縁）は障がい者の方の工賃につながります。
　お買い物の課題を解消しながら、地域の見守り機能と障がい者の方の雇用支援を兼ねた買い物支縁サービス
となっています。これからも地域に寄り添った優しさあふれる支援（縁）を展開していきたいですね。（担当：山城）

　9月16日（木）に石嶺ハイツ自治会にて地域福祉懇談会を開催しました！
　今回の懇談会では「社会福祉法人等と連携した移送支援」について意
見交換を行いました。法人の車輌を使ってスーパーへ行き、買物をすると
いう内容の取組で、地域住民からは「私はあのスーパーへ行きたい！」「車
の中でユンタクできるのが楽しそう！」「免許を返納したから利用したい」
などの声が挙がりました。今後は、末吉ヒサ子会長らと共に、ワクワク、
イキイキ、充実した買い物＆おでかけができるよう話し合いを進めていき
たいと思います！ この取り組みに興味のある社会福祉施設の皆さん！お声
掛けお待ちしております！！

あなたとわたしの支え合い

　生活支援サポーターとは、高齢者の方を対象にした週 1回 30 分の家事支援
ボランティアとなっております。そのサポーターさんを養成する講座『生活支援
サポーター養成講座』　を8/26（木）、 27（金）の 2日間にわたって開催いたし
ました。当初は 7 月に会場にて開催予定だったのですが、緊急事態宣言延長で
8月に初のオンライン開催となり計 10 名の方に参加していただきました。次回
は12 月頃を予定しております。

石嶺ハイツ自治会地域福祉懇談会石嶺ハイツ自治会地域福祉懇談会

　介護事業所にて就労し、家事援助に特化した従事者を養成する『訪問型サー
ビス従事者養成研修』を 9/29（水）、9/30（木）の2日間実施いたしました。
コロナ禍ではありますが、多くの方に申込いただき、会場 19 名、オンライン 4
名の計 23 名の方に受講していただきました。9 時から17 時までと 2 日間に渡
る研修でしたが、皆さん熱心に受講され介護についての関心の深さが伝わって
きました。介護現場での皆さんのご活躍を願っております。（地域福祉課：玉城）

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

「つながりたい・見守りたい・運びたい」SGDｓ
～お買物支援（縁）サービス～

「つながりたい・見守りたい・運びたい」SGDｓ
～お買物支援（縁）サービス～



小禄老人福祉センター職員
作業中に、ハイ！ポーズ！

封筒の中には
健康体操のパンフや
クロスクリーナー等

利用者の方々に頂いた
御礼のおハガキと

沢山の電話メッセージメモ
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ちゃ～がんじゅうしみそ～れ～敬老の日 （※いつまでもお元気でいて下さい！）

金城老人憩の家・小禄・識名老人福祉センター
　今年もコロナ感染予防の為「敬老会」が中止
になりました。
　利用者の皆さんに健康でいてもらえるよう
に、各老人センター・憩の家では、自宅で出来る
体操パンフレット３種類、敬老の日の記念品を
封筒に入れ送付しました。沢山の利用者の方々
から御礼の電話、おハガキを頂戴し、逆に元気
をいただきました。「早く利用者の皆さんに会い
たいなぁ」と、改めて思いました。（担当：十文字）

令和 3 年 9月1日～
令和 3 年 9月30 日までの
寄附金状況（敬称省略）

4,812,926円

275,559円

令和3年4月1日～令和3年9月30日
寄付金総額

寄附者ご芳名

一般寄付

香典返し

おきぎんスマート

今年も開催！なはみまもりフォーラム2021
　毎年開催している “なはみまもりフォーラム” ！今年も、FM 那覇よりラジオと動画
生配信でお届けします！今回のテーマは『平時の見守りが万事のタスキ』。日頃の「見
守り」が災害時の助け合いの「タスキ」につながります。見守りと災害にはどのよう
なつながりがあるのか、みんなで楽しく考える時間にしましょう。ラジオ・動画をご
視聴の皆様のご意見、ご感想もどしどしお聞かせ下さい♪ご参加お待ちしております！

・三和金属株式会社
・与那原永嘉・匿名（2名）

・安村重信（故母・照子）

・ちばりよーな～ふぁ
65 件 /65,940 円

・な～ふぁゆいまーる
42件 /24,619 円

 日  時
視聴方法

令和 3 年 12 月 6 日（月）12:00 ～14:00
FM 那覇（78.0MHz）、YouTube・ツイキャス（FM 那覇ページより）

ちにインタビューを行いました。地域課題を整理し課題解決の提案を
職員に報告会として発表しました。
　勿論インタビューした地域にはその報告書を学生がお礼状と併せて
添えています。毎年繰り返していますが、出来るだけ多くの学生が、那
覇市の社会福祉の現場で地域の皆様のお手伝いに一役担える日を切
望し、微力ながらも実習指導に期待を膨らませています。（山ちゃん）

社会福祉の人材を地域へ
　毎年 8月になると1か月間、将来の社会福祉を目指す学生の実習受
け入れをしており、今年も 2 大学から5 名受け入れました。
　実習の中で特に、小学校区の地域を選択（今年は、真和志小と曙小）
し、その地域のまち歩きを行い、まち協、民生委員、自治会長、スー
パー、消防、交番、公民館、銀行、郵便局など地域づくりに関連する方た

編集後記
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　コロナ感染予防による長期の自粛生活で、なかなか一人で運動が
出来なかったり、運動不足を感じている皆さんのために…
　金城老人憩の家では、講師による健康動画【手軽にいきいき元気
体操 】を作成しました。どうぞ運動不足解消にご利用下さい！！

手軽にいきいき元気体操手軽にいきいき元気体操

（担当：上地）

第２弾は　健康空手の講師 上間 建（たけし）先生です

【第 3弾 予告】
シニアのためのボイスレッスン等
他の運動も更新していく予定です。

社協の
ホームページから
ご覧頂けます！

金城老人憩の家

part2


