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団体へ活動助成します。 11
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チュイシージーの心で創る福祉のまち

月
号ぎのわん社協だより

平成28年11月10日発行

★全労済カップ★

リオパラリンピック

出場選手も参加♪

大会開催日

開催日：平成２８年１２月１１日（日）

場所：宜野湾海浜公園歓海門前

ＡＭ１０：００スタート！！

第２８回ぎのわん車いすマラソン大会

教育長賞（小学校４年生～６年生の部）「あいさつで みんなにこにこ よいまちに」普天間第二小学校　古波蔵 優力市長賞（小学校４年生～６年生の部）「げんきよく にっこりあいさつ こんにちは」普天間第二小学校　與座 理央

【事業概要】 
　市内で活動する福祉団体及び地域団体に対し、地域福祉の推進を目的に、活動に要する費用を赤い羽根共同募金
配分金及び社協会費から助成し積極的に取り組む団体への活動支援を図る。 

【助成対象となる団体】 助成対象となる団体は、次に掲げる条件すべてを満たす団体。 
①宜野湾市社会福祉協議会員で活動に理解がある団体 ②団体の所在地が市内にあり、地域福祉の向上を図ること
を目的に１年以上活動を行っていること。 ③法人格を有する団体（NPO 法人は除く）でないこと。 ④宗教、政治、営
利を主たる目的とする団体でないこと。 ⑤宜野湾市社会福祉協議会会長が、特に必要と認める場合はこの限りでない。 

【提出書類】 下記の書類を作成し、本会へ直接ご持参下さい。 
①福祉団体等活動助成金申請書（様式第１号）
②福祉団体等活動助成金実施計画書、事業明細書（別紙１） 
③その他、団体の概要、活動実績など 　※応募に関するお問い合わせは本会までご連絡下さい☆ 

　9 月 30 日（金）社会福祉センターにてミニデイサービス連絡会・ボランティア研修会が行われ、63 名が参加しま
した。連絡会では、10 月より活動する援助員へ委嘱状の交付を行いました。
　研修会では、ミニデイサービスが始まった経緯や、「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていける地
域づくり」という視点からミニデイサービスの振り返りを行いました。
振り返りの後は、「今後ミニデイでやってみたい事」を中心に意見交換を行い、ボランティアや援助員の立場として考
えるだけでなく、利用者の立場にもなって考えてみることで様々な意見や想いが寄せられ、新たな発見もありました。
　今後もミニデイサービス全体が活性化するように、ボランティアの研修会を企画していきたいと思います。

　平成２８年７月２５日（月）～７月２９日（金）、はごろもチャレンジ隊・わくわくキッズ隊を実施しました。宜野湾市内の小
学校４年生～高校生を対象に実施しており、チャレンジ隊（中高生対象）は５５名、キッズ隊（小学生対象）は２３名、計７８
名の児童が参加しました。
　チャレンジ隊は福祉施設で、キッズ隊は公民館でミニデイサービスのボランティア体験や作ってみよう！防災グッツ
体験を行いました。
　参加者からは「デイサービスでの経験は、将来看護師になりたいという夢に活かしていけると思った」「みんなと一つ
ことを仕上げていく達成感を感じることができた」という声がありました。それぞれが交流を楽しみながら、仕事に対す
る姿勢を感じ、相手を思いやる事の大切さを学んだようです。本事業は市内福祉施設や自治会の協力によって支えら
れています。協力してくださった皆様にお礼を申し上げます。
　ボランティアセンター（通称：ボラセン）は宜野湾市社会福祉協議会が運営しています。「ボランティアをしたい」「ボ
ランティアをお願いしたい」「福祉教育について知りたい」などボランティアや福祉教育に関することを行っています。

※大会当日は、9:00～12：00まで、ユニオン（伊佐店）～海浜公園までの南向けは全面通
行止めとなっておりますので、警察官や大会スタッフの誘導に従い通行をお願いします。

＊ハーフマラソン
＊3.5ｋｍ ＊1.5ｋｍトリム

マラソン

みんなで盛り上げよう♪

沿道からの
応援よろしく
お願いします♪

平成29年度

申請期間：平成28年11月1日～平成29年1月25日

【宜野湾市社会福祉協議会　福祉団体等活動助成事業】

助成申請受付開始

はごろもチャレンジ隊・キッズ隊は、“赤い羽根共同募金”の配分金によって実施されております。あなたのキモチが活きています☆
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※        の部分は、9：00～12：00交通規制があります。警察官、大会スタッフの誘導に従い通行ください。
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さわやか福祉財団包括連携協定記念フォーラム
～みんなで考えよう！WE ♥ ぎのわん～

寄附者ご芳名 平成28年6月18日～平成28年10月14日

～ささえあう たすけあう そんな心を伝えます～

今年も開催!!

氏　　　名 金　額 住　　所 備　　　考番号
宜野湾市管工事協同組合　様

石川　親助　様

島　ミツ　様

村山　光一　様

光南建設(株)　様

琉球新報　宜野湾販売店会

上江洲　米子　様

志村　春美　様

仲村　博　様

100,000

100,000

50,000

50,000

300,000

130,000

100,000

300,000

100,000

宜野湾市伊佐

浦添市西原在

宜野湾市喜友名在

宜野湾市新城在

宜野湾市宜野湾在

宜野湾市宇地泊在

宜野湾市新城在

沖縄市海邦在

宜野湾市野嵩在

寄附金

石川親助芸歴60周年記念独演会による寄付金

故 島 盛吉 様 香典返し

寄付金

寄付金

寄附金

故 上江洲　安儀 様 香典返し

故 志村　惠 様 香典返し

故 仲村　トシ 様 香典返し
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社会福祉協議会寄附

ふれあい相談所ふれあい相談所

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
くはお問い合わせください。

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

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
募集を行います。

 ９月２６日（月）社会福祉
センターにて、沖縄銀行創
立60周年を記念し、（株）
沖縄銀行普天間支店、大
謝名支店、我如古支店、宜
野湾支店、なかぐすく支店
より花の苗5万円分の寄贈
いただきました。
　今回、寄贈いただいた花
の苗は、地域支え合い活
動の美化活動の取り組み
等に活用いたします。あり
がとうございました。

１０月１日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉にスタートいたします。
共同募金は、皆様の地域で役立てられている募金として、社会福祉協議会を始め、様々な地域課題を解決する
ための活動を行う団体に対して助成されています。
　市民の皆様には、ご家庭や職場、街頭など募金活動を通して、また企業・店舗の皆様には地域社会の一員と
してご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、１２月１日から１ヶ月間は、「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに歳末たすけあ
い運動も展開されますので、ご協力を賜りますよう併せてお願い申し上げます。
◇募金運動期間　平成２８年１０月１日～１２月３１日（３か月間）
　※共同募金への寄付金は、税制上の優遇措置（寄付金控除）が認められています。
　詳しい内容は、事務局までご連絡下さい。
◇事　務　局　　沖共募宜野湾市共同募金委員会（市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　ＴＥＬ８９２－６５２５　ＦＡＸ８９２－０８４３

日　時：平成２８年１２月４日（日）
　　　  午後２時開演（１回公演）
場　所：宜野湾市民会館　大ホール
入場料：１，０００円
※チケット販売は、１１月初旬ごろに最寄りの公民館
又は、社会福祉協議会にて
販売いたします。気軽にお声かけ下さい。

　平成２７年に介護保険の法改正がありました。宜野湾市では、平成２
８年４月より、生活支援体制整備事業（第２層）を社協が受託をしてい
ます。高齢者の方をはじめとする、地域の方々の誰もが、住み慣れた地
域で自立した生活を続けていくことが出来るような地域づくりや仕組み
づくりを展開していきたいと思っています。
　去る９月２４日（土）に宜野湾市、社協主催により、「さわやか福祉財
団包括連携協定記念フォーラム～みんなで考えよう！We♥ぎのわん
～」を開催しました。今回は、宜野湾市と公益財団法人さわやか福祉財
団と包括連携協定を記念したフォーラムでした。協定式から始まり、宜
野湾市の介護保険の取組みや現状の報告、新しい総合事業から考える介護予防のあり方や、協議体に向けての
説明がありました。また、事例報告としましては、居場所づくりの展開として普天間３区自治会、有償ボランティ
アの仕組みとしておたがいさま牧港の報告がありました。最後に、「ねたてのまちぎのわん、目指す地域像と
は？」のテーマのもと、各中学校区に分かれグループワークを行いました。参加者からは、「地域づくりの良いヒ
ントをもらえた」「総合事業でのサービスの受け皿づくりはまず地域ニーズ調査からはじめるべきではと思う」
等たくさんの意見が飛び交っていました。
誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、社協も地域の皆さんと一緒にこれからも頑張っていきます！！今
回は、103名の参加がありました。参加してくれた地域の皆様、関係者の皆様、有難うございました。

赤い羽根共同募金運動

歳末たすけあい運動チャリティー「芸能の夕べ」公演無料法律相談
やっています！

【毎月】第２月曜日　午前１０時～１１時
            第４月曜日　午後３時～４時

※初回無料(おひとり年に１回)
※受付は当月１日の9時より

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）
電話予約　☎８９６－２０２０

身の回りで困った事、悩み事、心配事
一人で悩んでいませんか？

ささいな事でもお気軽にご相談下さい。
秘密は厳守されます。

１日３０分×２件でおこないますので、電話にて予約を承ります。

※月～金曜日　午前９時～午後４時
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は？」のテーマのもと、各中学校区に分かれグループワークを行いました。参加者からは、「地域づくりの良いヒ
ントをもらえた」「総合事業でのサービスの受け皿づくりはまず地域ニーズ調査からはじめるべきではと思う」
等たくさんの意見が飛び交っていました。
誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、社協も地域の皆さんと一緒にこれからも頑張っていきます！！今
回は、103名の参加がありました。参加してくれた地域の皆様、関係者の皆様、有難うございました。

赤い羽根共同募金運動

歳末たすけあい運動チャリティー「芸能の夕べ」公演無料法律相談
やっています！

【毎月】第２月曜日　午前１０時～１１時
            第４月曜日　午後３時～４時

※初回無料(おひとり年に１回)
※受付は当月１日の9時より

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）
電話予約　☎８９６－２０２０

身の回りで困った事、悩み事、心配事
一人で悩んでいませんか？

ささいな事でもお気軽にご相談下さい。
秘密は厳守されます。

１日３０分×２件でおこないますので、電話にて予約を承ります。

※月～金曜日　午前９時～午後４時



① ④

第34回はごろもチャレンジ隊・第４回はごろも★わくわくキッズ隊 報告

ミニデイサービス ボランティア交流・研修会ミニデイサービス ボランティア交流・研修会

 宜野湾市内で地域福祉活動に取り組まれている
団体へ活動助成します。 11
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チュイシージーの心で創る福祉のまち

月
号ぎのわん社協だより

平成28年11月10日発行

★全労済カップ★

リオパラリンピック

出場選手も参加♪

大会開催日

開催日：平成２８年１２月１１日（日）

場所：宜野湾海浜公園歓海門前

ＡＭ１０：００スタート！！

第２８回ぎのわん車いすマラソン大会

教育長賞（小学校４年生～６年生の部）「あいさつで みんなにこにこ よいまちに」普天間第二小学校　古波蔵 優力市長賞（小学校４年生～６年生の部）「げんきよく にっこりあいさつ こんにちは」普天間第二小学校　與座 理央

【事業概要】 
　市内で活動する福祉団体及び地域団体に対し、地域福祉の推進を目的に、活動に要する費用を赤い羽根共同募金
配分金及び社協会費から助成し積極的に取り組む団体への活動支援を図る。 

【助成対象となる団体】 助成対象となる団体は、次に掲げる条件すべてを満たす団体。 
①宜野湾市社会福祉協議会員で活動に理解がある団体 ②団体の所在地が市内にあり、地域福祉の向上を図ること
を目的に１年以上活動を行っていること。 ③法人格を有する団体（NPO 法人は除く）でないこと。 ④宗教、政治、営
利を主たる目的とする団体でないこと。 ⑤宜野湾市社会福祉協議会会長が、特に必要と認める場合はこの限りでない。 

【提出書類】 下記の書類を作成し、本会へ直接ご持参下さい。 
①福祉団体等活動助成金申請書（様式第１号）
②福祉団体等活動助成金実施計画書、事業明細書（別紙１） 
③その他、団体の概要、活動実績など 　※応募に関するお問い合わせは本会までご連絡下さい☆ 

　9 月 30 日（金）社会福祉センターにてミニデイサービス連絡会・ボランティア研修会が行われ、63 名が参加しま
した。連絡会では、10 月より活動する援助員へ委嘱状の交付を行いました。
　研修会では、ミニデイサービスが始まった経緯や、「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていける地
域づくり」という視点からミニデイサービスの振り返りを行いました。
振り返りの後は、「今後ミニデイでやってみたい事」を中心に意見交換を行い、ボランティアや援助員の立場として考
えるだけでなく、利用者の立場にもなって考えてみることで様々な意見や想いが寄せられ、新たな発見もありました。
　今後もミニデイサービス全体が活性化するように、ボランティアの研修会を企画していきたいと思います。

　平成２８年７月２５日（月）～７月２９日（金）、はごろもチャレンジ隊・わくわくキッズ隊を実施しました。宜野湾市内の小
学校４年生～高校生を対象に実施しており、チャレンジ隊（中高生対象）は５５名、キッズ隊（小学生対象）は２３名、計７８
名の児童が参加しました。
　チャレンジ隊は福祉施設で、キッズ隊は公民館でミニデイサービスのボランティア体験や作ってみよう！防災グッツ
体験を行いました。
　参加者からは「デイサービスでの経験は、将来看護師になりたいという夢に活かしていけると思った」「みんなと一つ
ことを仕上げていく達成感を感じることができた」という声がありました。それぞれが交流を楽しみながら、仕事に対す
る姿勢を感じ、相手を思いやる事の大切さを学んだようです。本事業は市内福祉施設や自治会の協力によって支えら
れています。協力してくださった皆様にお礼を申し上げます。
　ボランティアセンター（通称：ボラセン）は宜野湾市社会福祉協議会が運営しています。「ボランティアをしたい」「ボ
ランティアをお願いしたい」「福祉教育について知りたい」などボランティアや福祉教育に関することを行っています。

※大会当日は、9:00～12：00まで、ユニオン（伊佐店）～海浜公園までの南向けは全面通
行止めとなっておりますので、警察官や大会スタッフの誘導に従い通行をお願いします。

＊ハーフマラソン
＊3.5ｋｍ ＊1.5ｋｍトリム

マラソン

みんなで盛り上げよう♪

沿道からの
応援よろしく
お願いします♪

平成29年度

申請期間：平成28年11月1日～平成29年1月25日

【宜野湾市社会福祉協議会　福祉団体等活動助成事業】

助成申請受付開始

はごろもチャレンジ隊・キッズ隊は、“赤い羽根共同募金”の配分金によって実施されております。あなたのキモチが活きています☆

国道５８号線

大山高
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● ● ●
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マ
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伊利原
市営住宅

★ハーフマラソンコース★

※        の部分は、9：00～12：00交通規制があります。警察官、大会スタッフの誘導に従い通行ください。


