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チュイシージーの心で創る福祉のまち

平成 26 年度

〜市民ひとりひとりのあたたかなご協力に感謝〜

募金実績 9,030 ,571円
　昨年の 10月 1日から 12月 31日までの 3ヶ月間展開されました赤い羽共同募金運動にご協力
いただき誠にありがとうございました。
　沖縄県共同募金会宜野湾市共同募金委員会においても各種募金運動に取り組んだところ市民の
皆さまのあたたかいご協力により、多くの募金がよせられました。
　この募金は本市で行われる地域福祉推進事業や県内社会福祉施設の設備費、福祉推進事業費と
して有効に活用させていただきます。

チィイシージーの心で創る　人と人がつながるやさしい都市
“ぎのわん”を目指して赤い羽根共同募金はいろいろな福祉活動に使われています。

体の不自由なお年寄りや独り暮らしの方に弁当

を宅配し、食事支援を行い、安否確認や話相手

となって利用者が安心して暮らせるよう支援し

ています。

地域公民館を活用した

子育てサロンを展開

し、子育ての情報交換

や仲間づくりを行う場

として実施します。

中・高校生を対象に市内福祉施設での体験学習

「はごろもチャレンジ隊」を実施し、思いやりの

心・助けあいの心を

育 成 し ま す。 ま た、

ボランティアの育成

を目的に地域ボラン

ティア養成講座・ふ

れあい学習会等を開

催します。

社会参加促進に向け各種事業を行います。各種

障がい児者団体への事業を助成を行います。ま

た車いすマラソン

大会を開催します。

社協だよりやホームページ等で福祉情報を提供

します。また、市民福祉まつりを開催します。

○お年寄りの幸せのために ○子どもの幸せのために

○ボランティア活動の推進のために

○障がいをもつ人のために

○福祉活動の広報などに

赤い羽根共同募金
地域の福祉みんなで参加

（はごろもチャレンジ隊）

（ぎのわん車いすマラソン大会）

（子育てサロン）

この広報誌は社協会費や赤い羽根共同募金の配分金で作成されています
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赤い羽根共同募金　寄附者実績（種別毎実績）
戸　別　募　金 3,255,904円 自治会を通して各世帯にご協力いただく募金。

職　域　募　金 1,465,400円 市内企業・市役所等の職場など合計 91団体（企業）のご協力がありました。

街　頭　募　金 745,055円 街頭において募金を呼びかけ、市民にご協力いただく募金。市内店舗やイベ
ント等で実施、31団体（学校・ボランティア団体）のご協力がありました。

大　口　募　金 2,316,391円 市内企業（団体）個人よりご協力いただく募金で、合計 272 団体（個人）
のご協力がありました。

学　童　募　金 703,454円 市内各小中高等学校の児童生徒にご協力いただく募金で 13校のご協力があ
りました。

興行募金 ･その他 544,367円 チャリティー公演の収益金及び店舗・各種団体等に募金箱を設置し、ご協力
いただく募金。

赤い羽根共同募金　寄附者ご芳名（敬称略）

職域募金	
各種企業・市役所等、職場の皆様にご協力頂
きました。

職域名 金額
市役所 257,175
教育委員会 34,000
水道局 11,100
消防本部 36,500
普天間第二給食センター 4,800
大山給食センター 2,500
真志喜給食センター 1,800
宜野湾給食センター 2,500
普天間幼稚園 2,200
大謝名幼稚園 1,500
嘉数幼稚園 2,500
志真志幼稚園 2,500
宜野湾幼稚園 2,400
長田幼稚園 1,700
はごろも幼稚園 1,400
真栄原カトリック幼稚園 11,500
普天間小学校 10,000
普天間第二小学校 19,000
大山小学校 10,000
大謝名小学校 10,000
嘉数小学校 14,600
志真志小学校 8,100
宜野湾小学校 7,000
長田小学校 7,030
はごろも小学校 10,000
沖縄カトリック小学校 18,980
普天間中学校 10,000
真志喜中学校 11,668
宜野湾中学校 10,000
普天間高等学校 18,700
沖縄カトリック中・高等学校 23,000
中部商業高等学校 3,500
赤道あおぞら保育園 11,000
愛善保育園 9,400
しいの実保育園 20,000
仲原保育園 10,000
しののめ保育園 5,000
マーシー保育園 12,600
秋津保育園 13,500
さつき保育園 25,100
ゆうわ保育園 13,900
可愛保育園 9,000
こがねの森保育園 9,200
あいのもり保育園 11,300
はごろも保育園 16,000
きゆな保育園 8,000
ポケット保育園 11,000

街頭募金	
店舗前・イベント会場等で募金の市民の皆様
に呼びかけをしてもらいご協力頂きました。

団体名 金額
伝達式会場 58,168
沖縄ダルクリハビリテーションセンター 10,024
宜野湾市赤十字奉仕団 52,244
沖縄カトリック小学校 8,526
嘉数小学校 11,751
琉球大学ボランティアサークル 6,787
沖縄カトリック中学・高等学校 32,356
ぎのわん歌謡友の会 28,168
株式会社 Laule'a Ocean 4,660
宜野湾高等学校 114,620
宜野湾市母子寡婦福祉会 12,415
宜野湾市婦人連合会 15,235
あいのもり保育園 11,368
NPO 法人沖縄伝承話資料センター 7,873
宜野湾小学校 11,086
NPO 法人東北人集まっぺ・
はごろも長寿大学同窓会 11,278

沖縄国際大学ボランティアサーク
ル・人形げきだんトロイメライ 10,280

（公社）宜野湾青年会議所 11,619
大山小学校 12,270
嘉数中学校ボランティアクラブ 18,807
一般社団法人一二三　
楽学喜サポートアチェンド 9,447

ピノキオ保育所 1,475
ガールスカウト 20 団 19,478
みらい保育園 6,764
はばたきぐみ・母の会 4,079
真志喜中学校 104,392
大謝名ベイスターズ

169,609

大山ファミリー
宜野湾アトラス
志真志ドリームス
少年翼
我如古ファイターズ
宜野湾ベースボールキッズ
普天間隼

戸別募金
自治会をとおして各世帯にご協力いただきました。

自治会名 金　額
野嵩１区自治会 253,500
野嵩２区自治会 58,500
野嵩３区自治会 66,000
普天間１区自治会 72,000
普天間２区自治会 46,500
普天間 3 区自治会 112,000
新城区自治会 225,900
喜友名区自治会 77,370
伊佐区自治会 186,000
大山区自治会 84,500
真志喜区自治会 72,484
宇地泊区自治会 112,600
大謝名区自治会 79,500
嘉数区自治会 90,500
真栄原区自治会 205,000
我如古区自治会 264,000
長田区自治会 289,500
宜野湾区自治会 189,500
愛知区自治会 320,400
中原区自治会 229,100
大謝名団地自治会 52,500
嘉数ハイツ自治会 20,000
上大謝名区自治会 100,500
大山高層住宅自治会 26,500
大山団地自治会 7,000
愛知高層住宅自治会 14,550

学童募金	
小中高等学校の学級・生徒会活動等で取り組
んで頂きました。 

学校名 金額
大謝名小学校 63,696
大山小学校 46,450
沖縄カトリック小学校 100,251
嘉数小学校 84,299
宜野湾小学校 53,698
志真志小学校 67,904
長田小学校 28,442
普天間小学校 56,433
普天間第二小学校 61,812
はごろも小学校 79,648
沖縄カトリック中・高等学校 33,373
宜野湾高等学校 6,592
普天間中学校 20,856
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野嵩三区・普天間一区	
寄付者名 金額

宮城ミート 5,000
（有）普天間不動産 5,000
普天満宮 10,000
普天満山神宮寺 10,000
ヘアーサロンイーグル 3,000
天照閣 5,000
宜野湾スイミングスクール 5,000

（有）丸清建設工業 5,000

普天間三区	
寄付者名 金額

仲村商店 5,000
仲村薬局 10,000
与那嶺鰹節店 5,000
みゆき化粧品店 5,000
在宅介護サービス　きずな 5,000
シャディー沖縄 5,000
普天間スポーツ店 5,000
ジョウゲン開発（有） 5,000

新城区	
寄付者名 金額

( 有 ) タテルマン商事 5,000
沖縄グリーンメンテナンス（株） 5,000

（有）日本不動産 5,000
（有）繁栄レジスター 5,000
池原外科・胃腸科医院 5,000
普天間電機 5,000

（有）とみや不動産 5,000
ジローベーカリー（株） 5,000
五洋商事 5,000
いすの木デンタルクリニック 5,000

（資）中央製版印刷 5,000
アンカー商事 5,000

（有）普天間マイカーセンター 5,000
（株）山内組 5,000
（有）森屋衛生 5,000
（有）由城建設 5,000
（株）ライト工務店 30,000
（株）川橋建設 5,000

喜友名区	
寄付者名 金額

比嘉靖司法書士調査士事務所 10,000
金城順子琉舞道場 5,000
島住宅 10,000

（株）大琉商事 10,000
葬儀社　心花 5,000

伊佐区	
寄付者名 金額

（株）沖縄探査開発 10,000
（株）日本建産 5,000
（有）アトミック 5,000
（有）グリーンノート 5,000
（有）大発工業 5,000
（有）中島工業 10,000
（有）アイ・エイチ・エー設計 5,000
かりゆし車検センター 5,000
ファーイーストサービス（株） 5,000
リフォームサイエンス（株） 5,000
全琉警備保障（株） 5,000
双葉交通（資） 5,000
仲松司法書士事務所 5,000
比嘉門タイル店 5,000
牧港機械工作所 5,000

（株）丸久商会 10,000
（株）山久商会 5,000
（有）宜野湾クリーンサービス 5,000
（有）与那嶺ダクト 5,000
アメリカンエンジニアコーポレイション 20,000
沖縄県コンクリート二次製品協同組合 5,000

ビッグワン宜野湾愛知店 5,689
宜野湾市地域包括支援センターふれあい 2,083
宜野湾市民体育館 4,849

※募金箱設置店につきましては、勝手ながら
紙面の都合上、2,000 円以上の店舗のみ、
掲載させていただきます。 

老人クラブ設置募金箱
各老人クラブに募金箱を設置してもらいご協
力頂きました。

野嵩一区老人クラブ 4,646
野嵩二区老人クラブ 1,768
野嵩三区老人クラブ 581
普天間一区老人クラブ 712
普天間二区老人クラブ 658
普天間三区老人クラブ 4,517
新城区老人クラブ 2,506
喜友名区老人クラブ 1,671
伊佐区老人クラブ 4,436
大山区老人クラブ 13,374
真志喜区老人クラブ 4,911
宇地泊区老人クラブ 8,181
大謝名区老人クラブ 1,110
嘉数区老人クラブ 2,861
真栄原区老人クラブ 4,250
我如古区老人クラブ 4,866
長田区かりゆし会 1,662
宜野湾区老人クラブ 361
愛知区老人クラブ 2,405
中原区老人クラブ 2,719

大口募金
企業・団体・個人よりご協力いただきました。

野嵩一区	
寄付者名 金額

ノダケふとん店 5,000
（株）野嵩商会 10,000
當銘水道工事社 5,000

（有）クウケン 5,000
宮城食品加工所 20,000

（株）丸新建設 5,000
大山タタミ店 10,000

（有）宜野湾建設 5,000
琉球交通（名） 5,000
瀬名波電気（株） 5,000
高江洲酒販 5,000

（有）五和工業 10,000
（有）正光機械 5,000
（株）沖縄中央エンジニアリング 10,000
（有）リフォーム施工 5,000

野嵩二区・普天間二区	
寄付者名 金額

オリジナル建築設計室 5,000
牧志測量事務所 10,000
あさひ屋製菓 5,000
山城眼科 5,000
外間喜明税理士事務所 5,000

（株）ティック 5,000
伊佐雅志司法書士事務所 5,000
回生堂薬局 5,000

（有）アイムヤラ 5,000
みやざと製菓 5,000
合同会社　新里建築設計事務所 5,000
不二宮工業（株） 10,000
ヤシマ工業（株） 5,000

（有）琉測コンサルタント 10,000
（株）ジムキ文明堂 10,000
宜野湾市軍用地等地主会 50,000

きらら保育園 7,500
まなぶ保育園 9,200
ピノキオ保育所 2,000
花の子保育園 11,500
倉浜衛生施設組合 1,500
沖縄県労働金庫　普天間支店 5,119
沖縄海邦銀行　宜野湾支店 7,000
沖縄海邦銀行　真栄原支店 5,500
沖縄海邦銀行　大謝名支店 6,000
沖縄海邦銀行　普天間支店 5,500
コザ信用金庫　普天間支店 5,000
コザ信用金庫　宜野湾支店 4,500
大謝名郵便局 2,000
伊佐郵便局 1,000
我如古郵便局 2,000
上原郵便局 2,000
宜野湾長田郵便局 4,600
宜野湾記念病院 21,084
福山商事（株） 35,000
宜野湾警察署 15,000
医療法人球陽会　海邦病院 60,000
沖縄国際大学 51,500
宜野湾市商工会 6,000
JA おきなわ宜野湾支店 71,000
沖縄県下水道管理事務所 9,000
ラグナガーデンホテル 32,021
沖縄綜合警備保障（株） 63,300
おやかわクリニック 6,000
光電気工事（株） 19,500

（財）沖縄県建設技術センター 16,876
一般財団法人　沖縄駐留軍離職者対策センター 3,500
宜野湾市シルバー人材センター 1,500
ぎのわんおもと園 6,000
愛誠園 58,000
蒼生学園 14,500
宜野湾市社会福祉協議会 25,000
NPO 法人宜野湾市ひまわり共同作業所 2,500
宜野湾市観光振興協会 3,000

（株）ステーション・ピー 10,455
（株）ダイコー沖縄 10,826
市老連男性琉舞サークル 3,500
市老連女性琉舞サークル 5,500
障がい福祉サービス事業所はごろも 9,600
宜野湾市地域包括支援センターかいほう 1,000
宜野湾市地域包括支援センターふれあい 2,500
医療法人アガペ会 30,000
NPO 法人沖縄県自立 支援センターイルカ 5,166
沖縄ヤクルト（株） 22,000
宜野湾市母子寡婦福祉会 10,000

募金箱設置店	
店舗・施設団体等に募金箱を設置してもらい
ご協力頂きました。 

企業名 金額
ユニオン　上原店 25,896
ユニオン　普天間店 53,511
ユニオン　新城店 41,516
ユニオン　伊佐店 53,127
ユニオン　宇地泊店 67,701
居酒屋　喜び 4,739
旬彩食楽　響や 2,310
カラオケハウス・ビックビート 3,565
刺身居酒屋　北の葵 2,583
宮脇書店　宜野湾店 3,923
にぎり一丁はごろも 2,289
いすの木惣菜館 8,928

（株）ベーカリーきゃっする長田店 3,159
普天間オートガス（株） 2,861
エナジック天然温泉アロマ 3,541
琉球大学生活協同組合 2,188
野嵩プライムステーション 3,289
MEGA ドン・キホーテ宜野湾店 4,034
さわやか薬局長田店 5,519
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米須商店 5,000
医療法人宇富屋　玉木病院 30,000

（有）ナカムラ 10,000
（有）松永工務店 5,000

中原区 

寄付者名 金額
（有）T.N.O 5,000
（有）新星工業 5,000
アサト建築設計事務所 5,000

（有）秀光建設 5,000
宜野湾バッティングセンター 5,000
玉城工具店 5,000
正自動車商会 5,000
仲村石油 10,000
長堂材木店 10,000
桃原住宅設備 5,000
那覇鋼材（株）総合金物センター 5,000
普天間交通（株） 5,000
本土新聞中部販売所 5,000

（株）普天間石油上原サービスステーション 5,000
（有）シルバー館 5,000
（有）パブリックコンサルタンツ 5,000
（有）大創 5,000
（有）田場機工 5,000
KM 自動車 5,000
フジ化粧品店 5,000
ブルースカイヒル・レストラン 5,000
メンズヤギ 5,000
宜野湾自動車学校 10,000
長浜モーター（有） 5,000
友綱 5,000
宜野湾市調査測量設計会 10,000

個人・企業・団体・その他	
寄付者名 金額

花城　康真 16,175
泉川　寛 19,933
川上　大輝 3,000
我如古　盛吉 31,283
田場　典信 10,000
久留　蓉子 5,000
伊佐　正栄 10,000

（株）イマジン 5,000
旧宜野湾中学校 12 期卒業生一同 14,150
JA おきなわ宜野湾支店 100,000

（株）沖産業 150,000
（有）こころ 50,000
沖縄綿久寝具（株） 50,000
一般社団法人はごろも緑花会

【会員】
　（有）海邦造園
　（有）知念造園土木
　（株）沖縄グリーンメンテナンス
　（有）桂植木
　（株）宜野湾造園土木
　 濱造園土木

50,000

宜野湾電友会
【会員】※各社より一万円の募金
をいただきました。
　（株）沖縄エンジニヤ
　（有）雷光電気工事
　（株）球電舎
　（有）エイト電気工事
　（有）ダイデン工業
　 沖縄三菱電機販売（株）
　（株）琉球テクノ産業
　（有）三工電設
　（株）シーイー
　（株）機電工業
　（有）大謝名電工
　（株）日本電設
　（有）ニケン電工
　 デルタ電気工業（株）
　（株）宜野湾電設
　（有）中原電設
　 克電気工事

170,000

上城技術情報（株） 5,000
（資）正美堂印刷所 5,000

真栄原区	
寄付者名 金額

（有）サニマイト 10,000
（有）大日土木 5,000
タックスサポート・イトカズ

（税理士法人）宜野湾事務所 5,000

旬彩　一歩 5,000
西日本警備保障 5,000
前田建設（株） 10,000
大屋内張所 5,000
大光不動産（有） 5,000
大謝名商事 5,000

（有）丸徳 5,000
（株）沖縄環境分析センター 5,000
宜野湾整形外科医院 30,000
大共住宅（有） 5,000

我如古区	
寄付者名 金額

（株）浜里不動産 5,000
（有）ダイコク 5,000
（有）丸内重機 5,000
みどり屋食堂 5,000

（有）花の藤商 5,000
沖縄自販機サービス（有） 10,000

（株）サミ・パワー 5,000
許田電装 5,000
三和木工所 5,000
日商事務機 10,000
北翔産業 5,000
うさぎや 5,000

（有）大宮建機リース 5,000
宜野湾スポーツセンター 5,000

長田区
寄付者名 金額

（株）富士建設 10,000
（有）ミヤギ建設 5,000
もりや歯科医院 5,000
宜野湾ガス（株） 10,000
高江洲康雄税理士事務所 5,000

（有）福原商会 5,000
おやかわクリニック 5,000
ふくやま整形外科 5,000

宜野湾区	
寄付者名 金額

（有）渡開発 5,000
（株）ふれあい介護センター 5,000
宜野湾写真館 2,000
宮城薬局 5,000
光南建設（株） 10,000
多和田建材 5,000
美安タクシー 5,000
有田貴治税理士事務所 5,000
宜野湾ガス商事（株） 5,000
仲村整骨院 5,000

愛知区	
寄付者名 金額

( 有 ) 金城印刷 5,000
ニューフロンティア 10,000
はごろも車検センター 5,000
ひかり眼科 5,000
ヒガ不動産 5,000
伊佐ペイント 5,000
沖縄教育サイエンス 5,000

（株）佐喜眞義肢 5,000
宮城自動車整備工場 5,000
松島交通（名） 5,000
新川薬局 5,000
普天間オートガス 5,000

（株）かね屋 5,000
（株）大設 5,000
宜野湾市管工事協同組合 5,000

（株）大友工業 10,000
（株）ステーション・ピー 20,000

大山区	
寄付者名 金額

（株）沖縄電子 10,000
（有）ケイ・エム工業 5,000
全琉インテリア 5,000
沖縄綜合警備保障 ( 株） 10,000

（株）ジミー 10,000
沖縄産機 ( 株） 10,000
沖縄ヤクルト（株） 10,000
沖縄コンピュータ販売（株） 10,000

（有）大通ビルディング 5,000
（株）ファッションキャンディ 10,000
極東警備センター ( 株 ) 5,000

（株）シンセイ 5,000
南西工営（株） 2,000

真志喜区	
寄付者名 金額

（株）トーエイ 15,000
（株）沖縄ゼネラルサービス 10,000
（株）島仲建設 10,000
（有）マーシーオートサービス 5,000
アクト総合サービス（株） 5,000
サトウ（株） 10,000
パシフィックテクノカレッジ学院 10,000
ペイントボックス 5,000
伊佐不動産 5,000
三共ガス（株） 5,000
城間税理士事務所 5,000
新田ペイント（株） 5,000

（株）ジョイント沖縄 5,000
（株）トーマ電子サービス 5,000
（株）ジオテクノ国建 7,500

宇地泊区・大謝名団地	
寄付者名 金額

シャボン玉石けんおきなわ 5,000
（有）セーフガス 5,000
長濱眼科 10,000

（有）アカリ設計 5,000
ムーンホテルズアンドリゾーツ（株） 30,000
すこやか薬局宇地泊店 2,000

（有）インプラン 5,000

大謝名区・上大謝名	
寄付者名 金額

天久モータース 5,000
ヒューマンケアはごろも 5,000

（有）沖塗工業 10,000
ともえ歯科 5,000
ヘルス＆ケアジャパン（株） 10,000
崎間篤司法書士事務所 5,000
三びきの子ぶた 5,000
総合リフォーム（株） 10,000

（有）天久住宅 10,000
南建工業（株） 5,000
かつら食品 5,000
比屋根拓行政書士事務所 5,000

嘉数区・嘉数ハイツ	
寄付者名 金額

（資）大野硝子商事 10,000
（有）オーデック 5,000
（有）キクチ組 10,000
（有）金治建設工業 5,000
（有）大石タイヤ 2,000
オパス（株） 10,000
ミヤザト硝子 5,000
山谷園 10,000
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歳末たすけあい募金寄附者ご芳名（敬称略）

沖縄カトリック中学・高等学校 22,300
中部商業高等学校 3,500
普天間高等学校 35,000
ゆうわ保育園 14,200
愛善保育園 8,600
秋津保育園 13,000
しいの実保育園 22,000
マーシー保育園 12,600
可愛保育園 9,500
さつき保育園 24,750
仲原保育園 10,000
しののめ保育園 5,000
こがねの森保育園 10,500
あいのもり保育園 11,500
きゆな保育園 6,200
ポケット保育園 8,400
きらら保育園 7,000
まなぶ保育園 8,600
赤道あおぞら保育園 10,500
花の子保育園 10,100
宜野湾市社会福祉協議会 11,500
ひまわり共同作業所 2,100
沖縄県労働金庫　普天間支店 6,327
沖縄海邦銀行　宜野湾支店 3,000
沖縄海邦銀行　大謝名支店 5,500
沖縄海邦銀行　普天間支店 5,500
コザ信用金庫　普天間支店 5,600
コザ信用金庫　宜野湾支店 3,000
沖縄銀行（市内４支店） 12,500
琉球銀行（市内４支店） 11,765
宜野湾市民生委員児童委
員連絡協議会正副会長会 23,000

（株）沢建設 30,000
仲村商店 6,672
嘉数　勉 50,000

職域募金
各種企業・市役所等、職場の皆様に
ご協力頂きました。 

職域名 金額
市役所 239,355
教育委員会 41,988
水道局 13,000
消防本部 29,950
普天間第二給食センター 4,100
大山給食センター 2,500
宜野湾給食センター 2,500
普天間幼稚園 2,800
普天間第二幼稚園 1,600
大山幼稚園 2,200
大謝名幼稚園 1,800
嘉数幼稚園 2,500
志真志幼稚園 2,500
宜野湾幼稚園 2,100
はごろも幼稚園 1,400
真栄原カトリック幼稚園 9,500
普天間小学校 10,000
普天間第二小学校 19,000
大山小学校 10,000
大謝名小学校 10,000
嘉数小学校 8,500
長田小学校 2,000
はごろも小学校 5,000
沖縄カトリック小学校 18,500
普天間中学校 47,010
宜野湾中学校 10,000

戸別募金
自治会をとおして各世帯にご協力いた
だきました。

自治会名 金　額
野嵩１区自治会 56,952
野嵩２区自治会 21,100
野嵩３区自治会 28,100
普天間１区自治会 24,100
普天間２区自治会 19,700
普天間 3 区自治会 60,000
新城区自治会 83,200
喜友名区自治会 30,050
伊佐区自治会 48,245
大山区自治会 21,800
真志喜区自治会 26,358
宇地泊区自治会 50,150
大謝名区自治会 27,100
嘉数区自治会 28,000
真栄原区自治会 46,500
我如古区自治会 53,000
長田区自治会 114,900
宜野湾区自治会 79,000
愛知区自治会 130,500
中原区自治会 98,444
大謝名団地自治会 24,300
嘉数ハイツ自治会 10,200
上大謝名区自治会 35,200
大山高層住宅自治会 10,100

大口募金・その他 
企業・団体・個人よりご協力頂きました。

寄付者名 金額
JA 沖縄宜野湾女性部 50,000

　　歳末たすけあい運動は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮ら
すことができるよう 12月１日から 31日までの１ヵ月間実施される募金運動です。
　本市では、各世帯からご協力いただく戸別募金と、市内各企業・事務所等職場の皆様からいただく職
域募金の他に、毎年 12月の第１日曜日に福祉・芸能関係者のご協力のもと、チャリティー「芸能の夕べ」
を実施し、その収益を興行募金として歳末たすけあい募金に納入しております。
　市民の皆様のご協力ありがとうございました。

歳末たすけあい募金運動
「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

募金種類 実　　績 募金種類 実　　績
戸　別　募　金 １，１２９，５９９円 芸能の夕べ収益金（興行募金） １，１２９，０８４円
職　域　募　金 ８９２，８４５円 そ　　の　　他 ６，６７２円
大　口　募　金 ８０，０００円

募金実績 3,238,200円
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平成26年度　配分事業

　歳末たすけあい募金配分金（4,422,000 円）は、平成 26 年度歳末たすけあい募金配分金
（3,480,000 円）、宜野湾市助成金（942,000 円）で下記の事業を実施しました。
　なお、今年度は芸能の夕べ収益金より 5,075 円を赤い羽根共同募金の実績に含め、平成 27 年度
の社会福祉事業へ有効に活用させていただくことになりましたので報告いたします。

事　　業　　名 事業内容 配　分　額

困窮世帯
見舞金支給事業

市内の困窮世帯へ見舞金を支給し、「明るい正月」
を迎えていただく目的（169 世帯） ３，０１９，０００円

新入学用品等準備支援
助成事業

新入学の時期にあたり、児童が明るく、楽しい学校
生活が迎えられるよう支援を行う事業（５０世帯） ５６０，０００円

小地域ふれあい事業
各自治会を対象に、高齢者・障がい者等のすべての
住民が交流し、地域の連帯感を高め、区民相互のた
すけあいの心をつくり上げる為の事業。（19自治会）

５７０，０００円

〜歳末たすけあい運動チャリティー〜　「芸能の夕べ」
　「みんなそろって明るい正月を」合い言葉に、12 月 7 日（日）宜野湾市民会館にてチャリティー

「芸能の夕べ」を開催しました。
　この「芸能の夕べ」は、歳末たすけあい運動の一環として、
市内の芸能関係者をはじめ、福祉関係各種団体、広告に掲載し
て頂いた企業のご協力を得て開催しております。今年度も多く
の方々が、観覧され大盛況のうちに終えることができました。
　この収益は、困窮世帯への見舞金支給や各自治会における小
地域ふれあい事業、新入学用品等準備支援助成事業に活用させ
ていただきます。皆様のご協力ありがとうございました。

　宜野湾市社会福祉協議会では、病気やけが・失業などで一時的に食糧を得る事が困難な世帯に食糧を提供（支援）

しています。今年度（２月末現在）88 件の支援をさせて頂きました。

　その食糧は、市民の皆様や団体・企業などから寄付をもって行っています。今年度は普天間中学校・カーブス宜

野湾上 . 原店・宜野湾市婦人連合会よりフードドライブへの食糧の寄付がありました。また市民、個人の方々から

も約５６１点の寄付が寄せられています。

　ご協力ありがとうございました！！

宜野湾市社会福祉協議会では随時食糧品等の募集も行っています。

　お問い合わせ：宜野湾市社会福祉協議会　　電話：８９２−６５２５

食糧でつながる地域の輪　   食糧寄付（フードドライブ）

普天間中学校（約 220点）　　カーブス宜野湾上原店（約 210点）　　　　宜野湾市婦人連合会（約 243点）
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ミニデイ連絡会・第４回ボランティア研修会
　３月 23 日（月）宜野湾市社会福祉センター

にて、宜野湾市内の公民館で行っているミニ

デイサービスの連絡会・ボランティア研修会

を行いました。

　17 地区 60 名の方々にご参加いただきまし

た (^O^)

　今回の連絡会では、２７年度４月から委嘱

される援助員さんへ、宜野湾市社会福祉協議

会普天間会長より委嘱状交付を行いました。

　ボランティア研修会では、中部徳洲会病院

の管理栄養士　玉城由子氏より「塩分量のポ

イントについて」ご講話をいただきました。

普段口にする食べ物の中の塩分量についてや、

塩分が少なくても味を感じる食べ方の工夫な

ど、身近な話しを取り入れたとても分かりや

すい講座でした。

　皆さんからたくさんの質問も飛び交い、援

助員・ボランティアの方々にとって、今後デ

イサービスの食事提供の際に、塩分の摂取に

関してさらに知識を高めてもらえる良い機会

となりました (^^ ♪

　研修会の後には、各デイサービスでの情報交換会も行いました。

　他のデイサービスで工夫している点や、運営する際の体制づくり、体操やゲームなど

活動のプログラム内容をお互いに提供し合ったりしました。

　今後のデイサービスをさらに充実させるために必要となることや課題点なども見つか

り、充実した研修会でした。

ミニデイサービスは、市内の全地域の公民館で実施しています。利用したい方、ボランティア

したい方は、市社会福祉協議会　☎８９２−６５２５  までお問い合わせ下さい。
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　２月 25日（水）普天間中学校、宜野湾中学校、宜野湾高等学校にて、各校の生徒や

地域の民生委員、ひろめ隊団体企業、まちニコ推進委員が一緒になり、あいさつ運動を

実施しました (*^_^*)

毎月25日は

まちニコデイ (*^_^*)

普天間中学校 宜野湾中学校 宜野湾高等学校

普天間中学校では、生徒による手づくりの「まちニコバッジ」を掲げあいさつ

運動を実施しました。

各校とも多くの生徒、民生・児童委員等が参加し、「一緒にあいさつ声かけ運

動をすることで、地域の輪が広がった」という声がありました。(*^_^*)

愛
あいいくえん

育園だより

♥たくさんのご寄贈とあたたかいご支援ありがとうございました♥

※こども用トイレ改修にあたって、宜野湾ガス様より、湯沸

かし器を無償提供で取り付けていただきました。ありがと

うございました。

※愛育園、保育ボランティア募集中 !!

　毎月第１、３金曜日 9：30 〜 11：30

　児童発達支援事業所「愛育園」　☎ 943-2007 まで

去った２月２日、豆まきを前に、イオン

グループマックスバリュー高原店様より

妖怪ウォッチの絵入り「恵方巻き」と「お

菓子」をもらって大喜び (^o^) ／

健康を願い、西北西に向かって食べました。

Ｅスペース我如古店様よりたくさんの

「お菓子」をいただきました。

いつもありがとうございます。(^o^)

福寿園の民営化に伴い、愛育園は２月よ

り社会福祉センターにて保育 ( 療育 ) を

行なうことになりました。今後もご協力、

ご理解をよろしくお願いします。( 保護

者をはじめ、はばたきぐみの皆様のご協

力で無事、引っ越しができました。)

♥引っ越しました (^o^)♥お菓子のプレゼントありがとうございます。
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平成26年度ボランティア活動推進校および
ボランティア団体実践報告会 開催 !!

　２月 27 日（金）に「平成 26 年度ボランティア活動推進校およびボランティア団体実践報告会」が開催されま

した。ボランテイア活動推進校２校 ( 普天間小学校、沖縄カトリック小学校 )、ボランティア団体 ( 沖縄国際大学

ボランティアサークル、NPO 法人沖縄伝承話資料センター ) ２団体が代表で１年間の活動報告を発表していただ

き、また会場後方ではそのほかの団体によるパネル展示が行われました。報告会には、佐喜真市長、玉城教育長

のご出席をいただき、児童・生徒、ボランティア団体の皆さんの日頃の活動へ感謝し、今後の活躍について激励

して下さいました。

　ボランテイア活動推進校の児童・生徒たちは、ボランティアについて学んだことの発表やぎのわん車いすマラ

ソン大会のボランティア、募金活動を通しての成果などの報告がありました。また、沖縄国際大学ボランティア

サークルは、県全域での幅広い活動の取り組みがあり、行事協力等の企業とのコラボレーションについて報告が

ありました。NPO 法人伝承話資料センターは、沖縄の民話と、うちなーぐちを継承するための活動紹介、日頃の

活動実践を披露し、会場を盛り上げてくださいました。

　また、かみざと社会福祉研究所　主宰　神里博武　氏には、各学校・団体の取り組みへのコメントや、これか

ら福祉制度が大きく変わっていくなかでボランティアの重要性についてお話くださいました。

　参加者からは、「各団体に特色があって良いなと感じました。ボランティアと一口に言っても、幅がとても広

いと感じました。」「活動推進校の学業をしながら地域でボランティア活動に感動しました」「各団体のボランティ

ア活動が地域社会への奉仕活動に参加することで、思いやりの心、福祉の心が生まれるのだと思いました」といっ

た感想がありました。

　ボランティア活動推進校や団体では、１年間計画立て、多種多様な活動を展開してくださいました。今後のま

すますのご活躍にも期待するとともに、また新たな取り組みにも発展的に行っていただけたらと思います。

平成 27 年度 ボランティア活動推進校 およびボランティア団体募集
　この事業は、宜野湾市内の保育園（所）、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校への子どもたちへボラ

ンティア活動の場や機会を提供し、福祉教育の推進を図るとともに、市内の地域福祉活動を推進する学校

およびボランティア団体に対し活動費の助成を行い、支援することを目的に行います。

　　　【募集期間】平成２７年４月１日（水）〜平成２７年５月２０日（水）

　　　【助成金額】１団体の助成金の上限５万円

　　　【助成期間】平成２７年４月１日（水）〜平成２８年３月３１日までの 1年間

〜〜〜〜ボランティア活動推進校〜〜〜〜

・みらい保育園　　・ピノキオ保育所

・わんぱくしーさー保育園

・普天間小学校　　・はごろも小学校

・宜野湾小学校　　・嘉数小学校　

・大山小学校　　　・沖縄カトリック小学校

・沖縄カトリック中学校

・沖縄カトリック高等学校

〜〜〜〜〜ボランティア団体〜〜〜〜〜

・宜野湾市レク愛好会　・人形げきトロイメライ

・沖縄伝承話資料センター

・宜野湾市赤十字奉仕団　　・NPO 東北人集まっぺ

・沖縄ダルクリハビリテーション

・はごろも長寿大学同窓会　　

・私らしいお産を考える会

・沖縄国際大学ボランティアサークル

・琉球大学ボランティアサークル

・NPO 法人普天間門前まちづくり期成会



　　⑩　　

　３月 18 日（水）、平成 26 年度ぎのわんアクションプロジェクト〜地域支え合い活動委員会実践報
告会〜が、宜野湾市社会福祉センター 2階ホールにて開催され、地域で活動されている方を中心に
100 名を超える参加がありました。
　今年度の報告会では、地域支え合い活動と災害時要援護者支援対策をコラボレーションして、宜野
湾市民が安心・安全に暮らせるために必要な≪担い手育成≫をテーマに、基調講演とシンポジウム形式
で行いました。
　基調講演では、大阪府にあるＮＰＯ法人コミュニティエンパワメントオフィス FEELDO代表の桑原
英文氏から『災害時における要援護者支援の担い手』について講話していただきました。他県の様々
な取り組みの紹介の他、『地域の子ども達は学校から帰れば地域住民』として担い手になるとの話に、
参加者からは多数の感銘や今後の活動を見直す機会になったとの声が聴かれました。桑原氏はフェイ
スブック等のＳＮＳでも活動を紹介されていますので、興味のある方は是非ご確認してみてはいかが
でしょうか。
　シンポジウムでは、『見守り活動から繋がる安心安全なまちづくり』について、宜野湾市内の地域で
地域住民を支え合う活動をしている２委員会の実践報告がありました。
　野嵩３区地域支え合い委員会からは、家庭的で細かな見守り活動の実践報告がありました。（平成
26年度「ちゃーがんじゅう優良賞」を受賞）
　伊佐区地域支え合い委員会からは、自主防災訓練や要援護者支援についての活動報告がありました。
要援護者に対して≪モーニングコール≫を行なうなどの工夫等があり今後の活動のヒントを得た参加者
の声もありました。
※地域支え合い活動とは、地域に暮らす住民同士がつながる中で、支え合い、福祉活動の輪を広げ、住
民の抱える課題の発見、解決に向け各地域に「地域支え合い活動委員会」を設置し取り組んでいます。

平成 26 年度ぎのわんアクションプロジェクト
〜地域支え合い活動委員会実践報告会〜	のご報告

  災害時要援護者登録について
　近年、台風や地震・津波等の自然災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。このような中、宜野湾市
では災害時に避難が難しい方や避難支援の協力が必要な方々に対して、地域住民や関係機関の協力を得ながら
支援していく仕組みづくり・助け合いの輪を広げる活動を実施しています。市内の関係機関の協働・連携のも
と「宜野湾市災害時要援護者避難支援対策協議会」を設置し、支援が必要な方々の登録推進を行っています。
　平成 27 年３月に宜野湾市市民防災室と協働し、災害時における避難誘導が必要と思われる方々に対し、「要
援護者登録」に向けたアンケート調査を実施しております。災害時要援護者避難支援のご案内の封書がご自宅
に届いた方につきましては、アンケートへの回答のご協力をお願い致します。また、市内在住の方で要援護者
登録をご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

【 問い合わせ先 】
宜野湾市災害時要援護者避難支援対策協議会

（市社会福祉協議会内）   ☎８９２−６５２５



　　⑪　　

宜野湾市社会福祉協議会 高齢者地域生活支援事業

軽度生活援助事業
対　象　宜野湾市に住んでいる  65 歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で日常

生活の援助が必要な方  （※介護保険認定外の方） 

内　容  外出時の援助（外出の付添い）、家の周りの手入れ（日常生活に支障をきたす

部分の片付けや草刈りなど）、軽微な修繕等（家屋等）、台風時等自然災害への防備

食事・食材の確保（食材の買物）、家屋内の整理・整頓（本人が主に生活する居住スペー

ス対象）、その他生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

◆サービスの対象外： 窓拭き、部屋の隅々までの大掃除、食事の準備や調理、洗濯、入浴介助、

　　　　　　　　　　畑を耕す、花壇の手入れ、付き添い（車での移動・病院等）

☆利用料　１時間あたり 100 円

保健飲料給付事業
対　象　宜野湾市に住んでいる  65 歳以上の閉じこもりがちな一人暮らしの方等 

内　容　閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者のご自宅へ週１回保健飲料をお届けし心のふれあ

いの機会を作るとともに見守り支援を行います。

☆利用料　無料

寝具類丸洗い仕上げ事業
対　象  宜野湾市に住んでいる  65 歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で寝具類の衛生管

理が困難な方 

内　容　65 歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で心身の状態からお布団等寝具類の衛生

管理が難しい方に、年に１回、汚れた寝具類一式（敷き布団・掛け布団・毛布等の各１枚）

の洗濯、乾燥、消毒を行うサービスです。

☆利用料　無料

　　　※各事業のサービスを受けるには申請が必要です。

　　問い合わせ：宜野湾市社会福祉協議会：892-6525

障がい者の就労等の社会参加と自立促進を
目的に「自動車免許取得」また
は「自動車改造」費用の一部助
成事業の募集を行っています。

対　 象

☆自動車免許取得：市内に居住する自動車免許取得資格のある方

で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている方。

☆自 動 車 改 造：市内に在住する身体障害者手帳の交付を受け

ている方で、重度の上肢、下肢又は体幹機能

障害がある方。

＊予算の制限があるため、予算がなくなり次第、受付を終了します。

＊助成枠および助成限度額、別条件などありますので、詳しくは下記まで

お問い合わせください。

　問合せ：宜野湾市社会福祉協議会　☎８９２−６５２５

障がい者の「自動車免許取得」
並びに「自動車改造費」の
助成事業について



　　⑫　　この広報誌は社協会費や赤い羽根共同募金の配分金で作成されています

寄附者ご芳名（平成26年 12月 1日〜平成27年 3月 31日）
番号 氏　　　名 金　額 住　　　　所 備　　　考
1 安里　安子　様 100,000 宜野湾市野嵩在住 故、桃原カズ様、香典返し
2 ぎのわん歌謡友の会　様 150,000 宜野湾市伊佐在住 チャリティー「歌謡ショー」収益金
3 全労済沖縄県本部　様 1,000,000 那覇市松尾在住 ぎのわん車いすマラソン大会指定寄附
4 上原　恵美子　様 30,000 宜野湾市野嵩在住 故、上原清昌様、香典返し
5 福島工業株式会社沖縄支店　様 20,000 宜野湾市大謝名在住 寄附金
6 呉屋　信一　様 100,000 宜野湾市喜友名在住 故、呉屋眞助様、香典返し
7 清水　スミ子　様 100,000 宜野湾市真栄原在住 故、清水久乃様、香典返し
8 日商事務機　様 30,000 宜野湾市我如古在住 寄附金
9 はごろもパークマネジメント　様 69,831 宜野湾市真志喜在住 寄附金
10 古波蔵　貞子　様 100,000 宜野湾市新城在住 故、古波蔵惟好様、香典返し
11 大川　正彦　様 30,000 宜野湾市我如古在住 故、大川スミエ様、香典返し

聴覚障がい者の社会参加促進に重要な役割を果たす
「手話奉仕員」の養成のため講座を開催します。

★ 対　 象：

・手話奉仕員養成講座（入門過程）を修了された

方で、全講座の７割以上出席できる方。

・講座終了後は手話サークルで活動し、手話奉仕

員事業に協力できる方。

★募集人数：20 名

★受講期間：平成 27 年５月 11 日〜平成 27 年 11 月 30 日

　　　　　　毎週月曜日　13：30 〜 15：30（全 25 回）

★場　　所：宜野湾市社会福祉センター・２階ホール

★受 講 料：無料

＊但し、ボランティア保険料３００円・テキスト代は自己負担。

★申込締切：平成 27 年５月８日（金）17 時までに

　事務局へ電話にてお申し込み下さい。

★申込先：宜野湾市社会福祉協議会内

　電話８９２−６５２５　FAX ８９２−０８４３

手話奉仕員養成講座（基礎講座） 受講者募集

生活や家族に関する事、経済的な問題、

福祉サービスや医療費に関する事

・月曜日〜金曜日　午前９時〜午後４時

身の回りで困った事、悩み事、心配事ひ

とりで悩んでいませんか？

ささいな事でもお気軽にご相談くださ

い。秘密は厳守されます。

電話相談は ☎ ８９６−２０２０
宜野湾市社会福祉センター内

ふれあい相談所
無料相談所のお知らせ

−福祉サービス利用援助事業−

「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」生活支援員さん募集中！

　認知症の高齢者、精神障がい、知的障がいをもつ利
用者さんの預貯金の出し入れや、家賃、公共料金等の
支払いをお手伝いします。
　また、定期的な訪問により利用者さんの生活に変化
がないか、困ったことがないかを見守り、利用者さん
の状況を社協職員に報告する役割を担っています。

　日常生活に不安のある方が、安心して暮らせるよう
に、次のようなお手伝いをします。

　①福祉サービス利用のためのお手伝い
　②日常的金銭管理のお手伝い
　③書類などの預かりサービス

生活支援員とは？

福祉サービス利用援助事業とは？ 福祉に関心のある方大歓迎！！
— お気軽にお問い合わせ下さい。—

< 生活支援員さんの活動内容 >
＊ご本人と一緒に ( または代わりに )、家賃、公共料金、

病院代などの支払いを行う。
＊福祉サービスの利用などで必要な手続きの説明や、ご

本人が行う手続きに付き添う。
＊コミュニケーションを通じて、相談や要望を聞く。
※社協職員が立てた「支援計画」に基づいて活動していただきますので、

安心してご応募下さい !!
※生活支援員さん一人につき 1 〜 2 件を担当していただく予定です。（1

回の支援時間は 1 〜 3 時間程度です。）
※生活支援員さんには活動費が支給されます。

お問い合わせ先：宜野湾市赤道 2 丁目 7 番 1 号 ( 宜野湾市社会福祉センター内 )　TEL 893-6080

募集！！ 手つだ う  支え る  守 る


