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毎月発行に
リニューアル
しました！

令和2年度より

月号

那覇市社会福祉協議会 http://www.nahasyakyo.org

　那覇市と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に『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。

どんな大会なの？

　対象となり得る福祉団体等へ推薦のご案内
を行い、被表彰者を決定しております。今後
は更に多くの社会福祉活動功労者の表彰を行
いたいと思っています！
　本会ホームページ等でも被表彰者を募集致
しますので、お気軽にお問い合わせください！

どんな方が表彰対象になるの？

▲シンポジウムの様子

▲令和元年度第 43 回那覇市社会福祉大会の様子 

・高額のご寄付者
・地域のボランティア活動従事者
・募金運動奉仕者
・長年の社会福祉事業に
　従事してこられた方々
　（従事期間等に規定有り）

第 回44

那覇市社会福祉大会那覇市社会福祉大会
地域で共に生きる～新たに築く地域福祉活動を見据えて～地域で共に生きる～新たに築く地域福祉活動を見据えて～
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企業の社
会貢献活動

第 44回那覇市社会福祉大会では、個人70 名と3団体の皆さまが受賞致しました！
表彰者の皆さまの、日頃からのご功労に敬意を表し感謝申し上げます。誠におめでとうございます！

この度『那覇市社会福祉大会　大会
長表彰』を受賞致しました。これまで
長年、地域福祉活動に携わって参りま
したが、そのことで今回表彰頂き、
大変嬉しく思います。今後も活動を
継続していきたいと思います！

受賞の
喜び

大会長表彰：池間洋子さん

　地域ふれあいデイサービスは新型コロナウィルス感染拡大
防止のため、8 月から再度活動を休止していましたが、9 月
23日より活動を再開しました。
　みなさん新しい生活様式にも慣れ、きちんとマスクをして来
所し、入り口で消毒してから着席していました。約１か月ぶり
の再開に、参加者・ボランティアとも満面の笑みをうかべ、
お互い距離を保ちつつ、休みの間の出来事やお互いの健康に
ついて、活動が始まるギリギリまで語り合っていました。

　休止期間も自宅で積極的に運動を続けていた方、そうでもない方と
いろんな方がいましたが、久しぶりに体を動かして心も体もすっきりし
たようで、帰りは足取りも軽く、楽しげな笑い声とともに会場をあとに
していました。
　新型コロナウィルスの影響を受けることなく、これからもふれあいデ
イサービス活動が続けていけることを祈るばかりです。（担当：慶田盛）

地域ふれあいデイサービス再々スタート‼

　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に配慮しながら、９月２３日から高
齢者の活動の場として「講座・同好会・
サークル」が再スタートしました。密を
避け、人と人との距離の確保、検温、
マスク着用、手洗い消毒を利用者の皆
さんに協力して頂きながら、高齢者の
心身の健康といきがいづくり、憩いの
場の提供を行っています。（担当：大嶺）

ウィズコロナを考えたセンターの開所

　8月21日、那覇市総合福祉センターの入口南側、東側の側溝整備が行われました。
那覇市総合福祉センターでは、側溝に長年積もった汚泥により、台風や大雨の時には雨水が下水道まで流れず、
道路が冠水することがあり困っていました。
　株式会社丸石建設様（本社：うるま市）は、建設・設備・土木作業等を担っている会社で『地域への貢献活動を！』
との理念をお持ちです。令和 2 年度は小禄道路工事に携わっており、以前にボランティアで同施設の花壇整備
をしていただいた（株）大寛組様からの紹介もあり、総合福祉センターの側溝整備作業を快く引き受けて下さ
いました。炎天下の中、5名の職員で2ｔトラック2台分の土や泥を取り除き、廃棄処分まで行って頂きました。
　株式会社丸石建設様がボランティアで整備作業していただいたことに心から感謝申し上げ、感謝状を贈呈致
しました。丸石建設様、本当にありがとうございました。（担当：上地）

株式会社丸石建設様
～善意の心に感謝～
那覇市総合福祉センター

那覇市総合福祉センター内

金城老人憩の家

マスク・消毒で
感染予防！

多額寄付者：個人 2名　多額寄附者：1団体
【大会長感謝】

特別功労者個人または団体

沖縄県共同募金会那覇市共同募金委員会：2団体

社会福祉施設団体役職員：1名
貢献または奉仕団体：10 名

社会福祉事業永年勤続功労者
民生委員・児童委員として９年以上従事：19名
社会福祉事業に１５年以上従事：12名
社会福祉事業特別永年勤続功労者
民生委員・児童委員として１５年以上従事：21名
社会福祉事業に２５年以上従事：5名

【大会長表彰】

第44回 那覇市社会福祉大会 表彰者について

▲久しぶりに
みんなで体操！

体調チェックも！

石丸建設様、ありがとうございます！第 回44

那覇市社会福祉大会
への表彰が決まりました！！
那覇市社会福祉大会
への表彰が決まりました！！

ひとり暮らし高齢者
の見守り活動や、
子ども食堂を開設・
支援するなど幅広く
活躍されています！



アプリでかざすと
活動写真や作品
が見れるよ！
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敬老の日記念品贈呈式敬老の日記念品贈呈式

　10 月号に引き続き（社団）日本
アピアランスセラピー協会沖縄支部
に所属する理学療法士の塩浜康太氏
に、ロコモティブシンドローム予防の
動画を作成して頂きました。外出自
粛でなまった身体を動かして元気に
頑張っていきましょう！（担当：仲程）

　10 月号に引き続き（社団）日本
アピアランスセラピー協会沖縄支部
に所属する理学療法士の塩浜康太氏
に、ロコモティブシンドローム予防の
動画を作成して頂きました。外出自
粛でなまった身体を動かして元気に
頑張っていきましょう！（担当：仲程）

段ボールいっぱいの食料を提供
シングルママ世帯107世帯に
段ボールいっぱいの食料を提供
シングルママ世帯107世帯に
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たくさんの寄贈
ありがとうございます♪
たくさんの寄贈

ありがとうございます♪

　ハイサイ！デイサービスあしびなーです！秋も深まり、過ごしやすい
季節になりました。皆様いかがお過ごしですか？私達あしびなーでは
毎年 9 月にご利用者様、ご家族様をホテルへお招きし、「あしびなー
敬老会」を開催しておりましたが、今年は新型コロナウイルスの感染
防止対策の観点から、開催方法を変更して実施致しました。
　9 月 21 日（月）～ 26 日（土）の一週間をシルバーウィークと題し、日替わりで職員が工夫を凝らし日頃あ
しびなーをご利用の皆様の敬老をお祝いしました。21 日（月）は職員による「かぎやで風」から始まり、職員
の一芸を披露。22日（火）は秋分の日にちなんで秋の壁画を皆さんと一緒に作成、23日（水）は秋のクイズ大会、
24日（木）は職員によるミニ芝居の披露、25日（金）、26日（土）には今年カジマヤー（数え97 歳）を迎えた方、
トーカチ（数え88 歳）を迎えた方々への記念品贈呈式を行いました。
　カジマヤーを迎えられました眞榮城様、トーカチを迎えられました宮城様、豊平様、赤嶺様、田原様、仲村様、
本当におめでとうございます！また、あしびなーご利用の皆様、敬老の日、おめでとうございます！
　いつもとは違う形ではありますが、皆様の健康を祈願し、今回の敬老の日を迎えられた事に感謝申し上げます。
　来年はきっと、皆様とまた盛大な会を持てる事を楽しみにしております！（担当：金城）

　シングルマザーを応援する「緊急フード支援第 2 弾」が
9 月 27 日に那覇市津波避難ビルで実施されました。ドラ
イブスルー形式で 107 世帯に段ボール１つとお米、卵な
どを差し上げました。那覇中央社交飲食業協会が主催で、
８月にも約 60 世帯に提供しています。
　那覇社協も第 1 弾から協力していて、前日の「食料入り
段ボール」づくりは総合福祉センターで準備しました。

　協会の伊波会長や、那覇青年会議所のメンバーら約
20 人がボランティアで作業に参加。カップ麺や乾麺、
レトルト食品、調味料、缶詰、お菓子などをバランスよ
く段ボールに入れていき、最後は汗だくになりながら
津波避難ビルまで運びました。本番では食料を受け取っ
たたくさんのママさんたちがとても喜んでいました。
　食料を寄贈いただいた企業や団体、個人のみなさま、
ボランティアで協力してくれたみなさま、大変ありがと
うございました。（担当：浦崎）

募金箱を設置していただける
お店、事業所をいつでも募集中！

赤い羽根共同募金活動へのご理解とご協力をいただいている、サポーターを紹介させて頂きます。

設置をお願いしている募金箱のご紹介

　那覇市共同募金委員会では、いつでも募金箱を設置していただけるお店、事業所を募集しています。
　募金箱の設置期間につきましては、赤い羽根共同募金運動の期間中(10 月～3月 )、また年間を通しての設
置や、ある特定のイベント期間や短期間でも問題ありません。職員が喜んで募金箱をお届けいたします。
　この機会に、那覇市の福祉の向上や社会福祉施設のために、募金箱の設置をお願いできませんでしょうか。
連絡は、那覇市共同募金委員会　電話 098-857-7766までお願いします。

赤い羽根共同募金運動中に、お店や事業所にお立ち
寄りの際は、赤い羽根共同募金の募金箱が設置され
ていますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

・うみのちんぼうらぁ　・赤とんぼ　・あうん　・那覇青年会議所　・ユニオン各店
・真如苑　・からし種の会アトリエ種子　・繁多川公民館　・医療法人正清会

シルバーウィーク

第3弾！！「新型コロナに負けない」
外出自粛中も体を動かそう

体操の動画が見れるよ！



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

トレ
ちょっと

※答えはP8にあります

方　十　周　寺　売①

田　氏　会　泉　従②

トレ
ちょっと vol.7

脳脳
漢字ヒラメキ
トレーニング
漢字ヒラメキ
トレーニング

次の５つの漢字に共通してつく部首は何でしょう？
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　平成 19 年度にスタートしたふれあい・いきいきサ
ロン事業で「マヒナジーモ時代屋」は那覇市内 64
か所目の開所となります。
　今回、地域の憩いの場として那覇市長田地区にめ
でたく開所となりました。ふれあい・いきいきサロン
の他に、子どもの居場所「マヒナジーモ学舎（まな
びや）」も開催し、子ども達のお食事の提供・絵本の
お届けなどの活動をとおして、地域の子ども達の健や
かな育成にも目を向け、素晴らしい活動をしています。
　「マヒナジーモ」は、ハワイの言葉で「月のあかり
で幸せをひろげる」という意味とサロン代表の伊佐千
代美氏からお話をうかがいました。
　子どもから高齢者まで、楽しい時間を過ごしながら、
月あかりのような優しく温かな支援のあるサロンは地
域住民の方にとって、心の安らぎ・生きがい・仲間づ
くりに繋がると思います。お近くにお住まいの方は、
ぜひお立ち寄り下さい！（担当：山城）

ふれあい・いきいきサロン
「マヒナジーモ時代屋」開所
ふれあい・いきいきサロン
「マヒナジーモ時代屋」開所

▲お祝いの品をお届けしながら
　自宅前でハイチーズ♪

▲那覇社協と
　那覇市地域包括支援センターも訪問

▲伊佐千代美代表とボランティアの皆さん

はいたい！にぎやか見守り
訪問

楽しい交流の場

　9 月 19 日（土）「おはようございます！自治
会です。」と元気な声がこだまする中、80 歳
以上の方がいる 50 世帯へ敬老祝いと見守りを
兼ねた訪問が石嶺ハイツ自治会で行われまし
た。明るい呼びかけに皆さん笑顔で出て来られ、
祝いの品と共に訪問した皆さんで記念撮影。
　石嶺ハイツ自治会の見守り活動は、女性を中
心に活動しており、いつも賑やかな笑いに包ま
れ活気があふれていますが、訪問した世帯の皆
さんもやはり元気で若々しい方々ばかりでした。
　暑い中、2 時間以上に渡る訪問でしたが、コ
ロナで外出自粛や敬老会が開催出来ない中で、
地域のつながりを大切にしたいという思いで行
われた取り組みでした。（担当：玉城）

みなさん
遊びに来てくださ

いね♪

石嶺ハイツ自治会石嶺ハイツ自治会



naha
社
会
福
祉
法
人

那
覇
市
社
会
福
祉
協
議
会

月
号

発
行
/〒
901-0155 那

覇
市
金
城
3-5-4  TEL.098-857-7766  FA

X.098-857-6052
〈
 E-m

ail〉  info@
nahasyakyo.org　〈

 U
RL 〉  http://w

w
w
.nahasyakyo.org

令
和
2（
2020）年

N
o.155

8

11

令和 2年 9月11日～令和 2年10月10 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額5,684,607円

1,017,869円

令和２年 4月1日～令和 2年10月10 日

寄附者ご芳名

一般寄付

今年も残すところあと 2 カ月となりました！今年度は新型コロナ感染症の影響を受
け、長年開催してきた様々なイベント等の中止が相次ぎました。ただ、その中で
も企業や個人の皆さま方からたくさんの寄贈品をお寄せいただいたり、子ども支
援やひとり親世帯を支援する取り組みが行われたり、これまでの地域活動の手法
を見直ししたりと、新たに “繋がりとお互い様の気持ちの大切さ” を感じる機会と
なりました。コロナ禍だからこそ！と発想を転換してみることが大切ですね！（垣花）

無料アプリを
ダウンロード！

1.「パンダマーク」のある写真にスマホをかざす。
2. 自動的にスキャンが始まります
3. 認識されると、写真が動画がみれます！

編集後記

アプリ
写真や動画がみれます！

COCOAR2

パンダマークの
写真をチェック！

で

ちょっと脳トレ vol.7 答え ① ごんべん（訪 計 調 詩 読） ② いとへん（細 紙 絵 線 縦）

※アプリの初回起動時にカメラへのアクセス
を求められますのでこれを許可してください。

アプリを起動したら、本誌中の
「パンダマークの付いてる写真」
を画面中央の枠に収まるように、
カメラでスキャンしてください。

タップして
スキャン！

　毎年、株式会社 T＆T の皆様は地域のご高齢
の方々へ感謝の意を込めて、“敬老の日手すり設
置ボランティア活動” を続けてくださっています。
今年度も那覇市内 2 件のお宅で「これで転倒の
心配が無くなった」といった喜びの声が聞かれ
ました。立ち会った私も、なんだか嬉しい気持
ちになりました♬
　長年このような取組を実施している株式会社
T＆Tの皆様に感謝申し上げます。（担当：上原）

　株式会社 屋島組 様より、ボランティアボックスの寄贈がご
ざいました。箱に満杯の切手とハガキをありがとうございます！
　「屋島組」様と言えば！北谷町美浜にある、あの、美しいカー
ブと強烈なインパクトを兼ね備えた赤瓦屋根の建物「ボクネン
美術館」が有名ですね！ギャラリーの内部には癒しの空間が広
がっていて、何度も足を運びたくなりますよね (#^^#)
　9月から切手ボランティアさん達も活動を再開いたしました。
お預かりした使用済み切手や書き損じハガキは収集～仕分けま
で沢山の方のお力をお借りしながら、歳末に紙おむつプレゼン
トとして形を変えます。今年もどうか沢山の方へお届けできま
すように !!（担当：上原）

ボランティアBOX
贈呈式

敬老の日ボランティア

・那覇社協互助会・なかやっしー商店
・株式会社りゅうせき・安村美智子


