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1 毎月発行に
リニューアル
しました！

令和2年度より

月号

新年明けましておめでとうございます。
昨年は社協活動へのご理解、

ご協力本当にありがとうございました。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

もくじ
新年の挨拶を申し上げます…
新年会長あいさつ…………
第32回チャリティゴルフ大会
金城老人憩の家より
地域ふれあいデイサービス…
わかば利用者通信………
あしびなー活動紹介
研修・活動報告…………
活動アラカルト……………
相談案内…………………
ボランティア情報…………

1
2

3
4

5
6
7
8

Facebook・
Twitterもやっ

てます！

フォローして、
チェックしてみ

てね！Facebook・
Twitterもやっ

てます！

フォローして、
チェックしてみ

てね！

多くの寄贈品をいただきました。ご支援・ご協力本当にありがとうございました。
寄贈

募金の様子
街頭募金含め募金活動への

ご協力本当にありがとうございました。
地域活動
地域活動やボランティア活動等
様 な々社協活動へのご協力
本当にありがとうございました。

那覇市社会福祉協議会 http://www.nahasyakyo.org

手から手へ
手作り布マスクを
届けました

赤い羽根を胸に
見守り訪問活動

切手
ボランティア
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　金城老人憩の家では、今年は敬老会を催すことが出来なかった為、88 歳以上の
高齢者へ活動されている教室内で記念品をお送りしました。利用者連絡会からの記
念品に併せて、書道同好会（高嶺講師）にお祝いの琉歌を書いて頂きました。
　皆さん、思わぬサプライズプレゼントに喜んでいらっしゃいました。（担当：大嶺）

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様方には幸多き新春をお迎えのこととお慶び申
し上げます。旧年中は本会の事業推進に格別なるご
支援とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
　昨年は予期せぬ新型コロナウイルスが世界を震撼
させ、一時はほとんどの事業が中止し、皆様には大
変ご迷惑をおかけしました。ワクチン開発に期待す
るところではありますが、未だ明るい見通しが立た
ない状況にあります。

　昨今、那覇市は急速な都市化により、近隣同士の
絆が薄れ、身寄りのない高齢者が増えており、見守
り体制をどのように築いていくか、また子どもの貧
困対策や地域包括ケアシステムの構築など、安心安
全な福祉のまちづくりを行政や民生委員、自治会な
ど、関係機関と連携しながら「市民に頼られ信頼さ
れる」社協を目指して参りたいと存じます。
　結びに、皆様方の限りないご活躍とご繁栄をお祈
りし、本年も良い年でありますよう祈念申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

▲みんなで楽しくストレッチ
第32回 チャリティゴルフ大会開催！

地域ふれあいデイサービス

金城老人憩の家
敬老の祝い

　地域ふれあいデイサービス 132 か所目、「ほしぞらリフレッシュメイト（会長：比嘉幸子）」の開所式が 11
月 9 日に行われました。コロナ禍の中、地域のボランティアさんの力で開所までこぎつけることができました。
当日会場には開所を待ちわびていた利用者さん、ボランティアさんが集まり、みんなで開所を祝いました。開
所式後はさっそく、那覇市社会福祉協議会から派遣された、看護師・レク支援員と共に活動を開始しました。
今後も介護予防に効果的な活動が続けられるよう、地域のみなさんと協力して盛り上げていただきたいと期待
しています。ほしぞらリフレッシュメイトは、コロナ感染予防に十分留意しながら、第 2・３・４月曜日 10 時
より那覇市牧志駅前ほしぞら公民館にて活動しています。（担当：慶田盛）

ほしぞらリフレッシュメイト開所式ほしぞらリフレッシュメイト開所式

　9月にパレットくもじで予定していた「第 8 回　敬
老の祝い」は、新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため中止になりました。今年は那覇市社会福祉協議
会の役員が各運営協議会をまわって表彰式を行いま
した。「ちゃーがんじゅう表彰」90 歳の卒寿の方 89
名、10 年間ふれあいデイサービスを支えていただい
た「10 年ボランティア表彰」35 名、開所以来 20
年継続してふれあいデイサービスを運営されてきた運
営協議会の「開所 20 周年表彰」8 件が表彰されま
した。地域のふれあいデイサービスの中で表彰式を
行うことは初めてでしたが、顔なじみのみなさんで
一緒に祝うことができたので良かったとの声をいた
だき、小さな表彰式も好評でした。（担当：慶田盛）

第8回 敬老の祝い第8回 敬老の祝い
開催日時 令和3年1月29日（金）　沖縄カントリークラブ
  料　金 参加費／￥3,000　プレー費／食事込み￥9,980　※キャディ付￥13,280

協議方法 ダブルペリア方式（18 ホール、ストロークプレイ） 
※ワンオンチャリティー有り

申込方法 ① 沖縄カントリークラブにスタート時間の予約を行います。
② 申込用紙を沖縄カントリークラブへ FAX します。
（沖縄カントリークラブ　tel.098-945-3371 fax.098-946-6422）
※尚、申込用紙は那覇市社会福祉協議会で配布しております。
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今回も企業様よりたくさんの
寄贈や御寄付を
いただいております

心より感謝申し上げます。

毎年恒例のチャリティゴルフ大会を今年も開催することとなりました！
今大会で集まる収益金は本会が実施する様々な地域福祉活動に活用させていただきます。
皆さま是非ご参加ください！

那覇市社会福祉協議会
会長 新本博司

令和 3年１月１日

新年　会長あいさつ



生活支援員さんの
勉強会＆情報交換会を行いました！

ファミサポ講習会ラッシュの秋～冬

　10 月 9 日（金）に日常生活自立支援事業・那覇市生
活保護費受給世帯金銭管理事業の現任の生活支援員さ
ん向けの勉強会＆情報交換会を行いました！
　今回は那覇市社協主催で、事業の市町村化に伴いフォ
ローアップを兼ねて南城市社協・南風原町社協・与那原
町社協の担当者及び生活支援員もご参加して頂きました。
　講師に県社協福祉サービス利用支援センター川満氏を
講師に、新人さんは基本を、ベテランさんは初心に戻り

利用者さんに対してより良い支援を行う為に、“生活支援
員の心構えと利用者支援の在り方” や “金銭管理票やケー
ス記録の記入の仕方” “緊急時の対応” 等を改めて学ん
で頂きました。ご参加ありがとうございました。
　生活支援員さんは随時募集しています♪興味のある方
は、社協までご連絡下さい（担当：金城）

　加盟するファミサポの全国組織「女性労働協会」で例年
行われている全国講習会・交流会が、今年は10 月 22日・
23 日にオンラインで開催。厚労省からの現状説明や「コロ
ナ時代の子育て支援」についての講演、各地ファミサポの
取組・意見交換など、事務所のデスクからのオンライン受
講となりました。また、県の助成を受けた県ファミサポ連絡
協議会アドバイザー研修は 10 月から年明け 1 月まで 4 回
に渡って、地域性のある身近なケーススタディを盛込むなど、
当那覇市ファミサポは事務局として企画段階から参加してい
ます。担当者一同、慌ただしくもスキルアップの年末年始と
なっています。（担当：外間）

直通 TEL：098-857-4525
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▲マスクをつけて体操がんばってます

▲散髪屋での介助

▲外出のサポート

▲職員もフェイスシールドをつけて対応中
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　ホームヘルプステーションわかばより、ご利用者様の
ご紹介をさせていただきます。
　今回は、わかばを利用して８年目で那覇市牧志にお住
まいの豊里友秀さんです。介護保険の身体介護を利用し
てベッドから車いすへの移乗や清拭、更衣介助などの支
援を行っています。
　また、月１回は地域生活支援事業のガイドヘルパーを
利用して自宅近くの散髪屋に出かけます。自宅から散髪
屋まではヘルパーと一緒に行き、車椅子から散髪椅子へ
の移乗をヘルパーが介助しています。「ヘルパーさんが一
緒に同行するので安心して外出が出来て、車椅子からの
移乗なども安全に介助してくれるので、とても助かって
います。」と話して下さいました。
　ホームヘルプステーションわかばでは、今後とも、豊
里さんが住み慣れた自宅で安心して過ごしていけるよう
に支援していきます。（担当：親泊）

　明けましておめでとうございます！デイサービスあしびなーです！
　昨年は新型コロナウイルスの影響により、特別な１年となりまし
た。私達あしびなーも様々な行事が取りやめになり、静かな 1 年
を過ごしました。
　あしびなーでは、新型コロナウイルスへの感染防止対策として、
職員の検温や手洗い、手指消毒、マスク・フェイスシールド・ゴー
グル等の着用、室内や送迎車内の消毒と換気の徹底に努め、利用
者の皆様にはマスクの常時着用、手洗い、手指消毒、定時の検温
へのご協力をお願いしております。
　10月、11月には、職員研修で感染防止対策についての知識を深
めてまいりました。
　今年もまだまだ厳しい状況が続くと思いますが、感染防止対策
を万全に行い、利用者の皆様が安心して通えるデイサービスを目指
していきたいと思います。
　新年のあしびなーは、1 月 4 日（月）から営業開始致します。
今年もどうぞ宜しくお願い致します！（担当：金城）

デイサービスにおけるコロナ対策

皆様の温かい支援が、居場所を利用する子ども達や親御さんはじ
め、運営者を励まし勇気づけています！心より感謝申し上げます♡

11/12（木）沖縄県総合福祉センター
ゆいホールにて沖縄県子どもの居場所
ネットワーク講演会があり、『糸』の取
組みについて実践報告の機会を頂きまし
た。ありがとうございます。（担当：城間）

子どもの居場所へ
寄贈品・寄付金続々…！
子どもの居場所へ
寄贈品・寄付金続々…！

ご報告＆感謝
（9 ～11月分）敬称略

食品や物品寄贈

わかば利用者通信

あしびなー活動紹介
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ピッコロモンド・ほっこりぽん
（株）沖縄物産企業連合・（株）琉球銀行
久田病院・糸山ゆり子・國吉朋美
中村千恵・佐々木俊一・矢野弘子
長嶺恭子・沖縄ヤクルト（株）
那覇市倫理法人会

なは子どもの居場所ネットワーク



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

或　土　土　也①トレ
ちょっと vol.9

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

次の文字を組み合わせ出来る熟語は何でしょう？

東　羽　糸　白②

刀　見　立　七　木

=
=
=③　「買い物帰りに転倒する高齢者が増えて困っ

ている」と石嶺団地自治会の大城貞彦会長よ
り社協に相談が入りました。そこで、繋がり
のあるコープおきなわさんに相談し、住民と
何度も話し合いを重ねた結果、11 月 14 日に
移動販売コープまちかど便が来ることに！
　住民との話し合いの中から「子ども会で高齢者の荷物を運ぶ子どもボ
ランティア UBER KIDS はどうか！」「買い物の後にゆんたくができるベ
ンチを作ろう」などワクワクする楽しいアイデアが満載。コロナ禍で地域
の行事も中止になる中で、迎えた当日は沢山の住民が買い物をされ、あ
ちらこちらで久しぶりの再会を喜び、ゆんたくに花を咲かせていました。
子ども達も放送で買い物を呼びかけ、一生懸命に高齢者のお手伝いをす
る姿に、こちらも思わず笑みがこぼれてしまいました。
　那覇市では高齢化が進んでおり、自分で買い物に行けない、いわゆる「買
い物難民」の増加が地域課題となっております。そんな課題と向き合い、
地域の声を大切にこれからも取り組んでいきたいと思います。（担当：仲程）

買い物からつながる
地域の輪

買い物からつながる
地域の輪

　困った時に『困った』と遠慮なく言えるより
よい地域づくりを目指して、社協では毎年様々
な地域で地域福祉懇談会を実施しています。
今回、県営天久高層住宅自治会の伊芸久子会
長と那覇第五民児協の伊川智子会長にお声掛
けいただき、自治会の役員会にお邪魔して、
自治会で実際にあった緊急時の対応や民生委
員・包括等の関係機関との連携について意見
交換を行うことができました。　
　日頃、様々な事に対応されている自治会の
皆様と顔の見える関係をつくりながら、私達社
協も一緒に地域づくりを進めて参りたいと思い
ますので、他の自治会の皆様もお気軽にお声
掛けいただけると嬉しいです！（担当：新垣）

よりよい地域のために！ 地域福祉懇談会開催よりよい地域のために！ 地域福祉懇談会開催
～県営天久高層住宅自治会～～県営天久高層住宅自治会～

▲寒空の中、多くの住民が
　買い物を楽しむ様子

▲それゆけ！子どもボランティア
　「UBER KIDS」

▲地域福祉懇談会とは、「こんな地域にしたい」という想いを形にする場です

困りごとから地域づ
くりへ

みんなで話したい！

naha 1月号 naha 1月号
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令和 2年11月11日～
令和 2年12 月10 日までの
寄附金状況（敬称省略）

寄付金総額

6,884,545円

166,938円

令和２年 4月1日～令和 2年12 月10 日

寄附者ご芳名

一般寄附

　新たな年を迎えました！今年の干支、丑は “発展の前触れ・芽が出る” 年になると言われ
ているようです。昨年は、新型コロナの影響を受けて暗いニュースが多くありましたが、だ
からこそ、より人と人との繋がりの大切さを感じる年でもありました。今年も、那覇市社協
は地域が住みよく、元気になるよう、頼られる社協を目指して頑張って参ります！2021 年、
皆さまにとって良い年となりますように！（垣花）

編集後記

　おきでんグループ互助会様より、
ボランティア活動の一環としてボラン
ティアボックスの寄贈がありました。
70 枚近い書き損じハガキと使用済み
切手は、沖縄電力様を中核としたグ
ループ各社の皆様から寄せられたも
のです。台風時を始めとして、私た
ちの生活に欠かせない電力の安定供
給を図りながら地域発展の為にご尽
力なさっている皆様です。本当にあ
りがとうございました！（担当：上原）

　2021 年が幕を開けました。頼られる社協
頼られるボランティアコーディネーターである
ことを目標に、ボランティアの皆様方をはじめ、
たくさんの方にお力添えを頂きながら日々活動
の推進に取り組んでまいります。本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。（担当：上原）

大城千恵子・（株）池原商事
(株)沖縄銀行本店営業部エリア
安村美智子・那覇社協 互助会

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

7.
8.

知念榮子 様
首里大中町自治会 
那覇市包括支援センター 国場
名護市更生保護女性会  
石嶺ハイツ自治会 
NPO 法人 沖縄県学童
保育支援センター 
琉球銀行労働組合 
かりゆしうるく 

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

こどもみらい課 
マヒナジーモ 854 
福祉政策課 
沖縄県衣料縫製品工業組合
おきでんグループ
ボランティア互助会 
繁多川公民館 
エミール保育園

ボランティアBOX 取組団体
（11月受付団体）※順不動

ちょっと脳トレ
vol.9 答え

① 地域 ② 練習 ③ 親切

ボランティアセンターだより


