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赤い羽根共同募金平成28年度

　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。

チュ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。

ま  ち

○お年寄りの幸せのために

○ボランティア活動の推進のために

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。

○障がいをもつ人のために
障がい児者団体への事業助成、車いすマラソン大
会を開催します。

○子どもの幸せのために

○福祉活動の広報などに
市民福祉まつりの開催、社協だよりの発行（ホームページ
等活用）福祉情報を提供します。

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。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。

（はごろもチャレンジ隊） （長田区子育てサロンたんぽぽ）

（ぎのわん車いすマラソン大会）

地域で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。
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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 3,050,884 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 1,387,234 円 市内企業・市役所等の職場など合計 103団体（企業）のご協力があ
りました。

街　 頭　 募　 金 501,460 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、35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 2,383,099 円 市内企業（団体）個人よりご協力いただく募金で、合計 279団体（個
人）のご協力がありました。

学　 童　 募　 金 715,289 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 15校のご協
力がありました。

興行募金 ･ そ の 他 1,250,976 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。

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 282,000
野嵩２区自治会 60,000
野嵩３区自治会 69,500
普天間１区自治会 71,500
普天間２区自治会 43,500
普天間 3区自治会 100,500
新城区自治会 200,400
喜友名区自治会 86,700
伊佐区自治会 149,000
大山区自治会 72,500
真志喜区自治会 74,484
宇地泊区自治会 150,500
大謝名区自治会 72,000
嘉数区自治会 90,500
真栄原区自治会 210,500
我如古区自治会 286,500
長田区自治会 246,300
宜野湾区自治会 175,500
愛知区自治会 306,700
中原区自治会 105,500
大謝名団地自治会 43,100
嘉数ハイツ自治会 7,000
上大謝名区自治会 99,000
大山高層住宅自治会 22,900
愛知高層住宅自治会 24,800

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 252,427
教育委員会 46,700
水道局 14,790
消防 38,200

宜野湾給食センター 4,300
大山給食センター 2,500
普天間第二給食センター 2,500
真志喜給食センター 1,000
普天間幼稚園 2,000
普天間第二幼稚園 1,500
大山幼稚園 1,200
大謝名幼稚園 3,500
嘉数幼稚園 1,500
志真志幼稚園 4,000
宜野湾幼稚園 2,500
長田幼稚園 1,000
はごろも幼稚園 4,500
真栄原カトリック幼稚園 10,500
普天間小学校 10,000
普天間第二小学校 11,500
大山小学校 10,000
大謝名小学校 10,000
嘉数小学校 10,500
志真志小学校 10,000
宜野湾小学校 10,000
長田小学校 13,700
はごろも小学校 10,000
沖縄カトリック小学校 11,000
普天間中学校 6,000
真志喜中学校 4,000
嘉数中学校 26,000
宜野湾高等学校 7,000
普天間高等学校 9,500
沖縄カトリック中学・高等学校 11,500
赤道あおぞら保育園 11,000
愛善保育園 10,500
しいの実保育園 20,500
仲原保育園 15,000
しののめ保育園 5,000
マーシー保育園 11,000
秋津保育園 14,000

さつき保育園 9,600
ゆうわ保育園 14,000
可愛保育園 2,900
こがねの森保育園 7,500
あいのもり保育園 12,000
はごろも保育園 22,500
きゆな保育園 6,000
ポケット保育園 7,000
きらら保育園 13,000
まなぶ保育園 14,500
ピノキオ保育所 3,500
花の子保育園 8,500
ラポール育成保育園 10,000
ここわ保育園 10,000
沖縄県労働金庫　普天間支店 4,063
沖縄海邦銀行　宜野湾支店 6,000
沖縄海邦銀行　真栄原支店 5,000
沖縄海邦銀行　普天間支店 5,500
コザ信用金庫　普天間支店 5,500
真栄原郵便局 2,500
普天間郵便局 2,000
大謝名郵便局 1,000
伊佐郵便局 3,000
我如古郵便局 2,000
宜野湾上原郵便局 3,000
真志喜郵便局 3,500
長田郵便局 4,000
倉浜衛生施設組合 1,500
福山商事　株式会社 36,500
宜野湾警察署 30,000
医療法人球陽会　海邦病院 60,000
沖縄国際大学 59,800
宜野湾市商工会 6,000
沖縄県下水道管理事務所 4,850
ラグナガーデンホテル 61,850
沖縄綜合警備保障（株） 85,400
おやかわクリニック 6,500

赤い羽根共同募金　寄附者ご芳名（敬称略）

②



光電気工事（株） 26,000
一般財団法人沖縄県建設技術センター 15,555
一般財団法人沖縄駐留軍離職者
対策センター 3000

シルバー人材センター 500
ぎのわんおもと園 6,000
愛誠園 35,000
蒼生学園 12,500
宜野湾市観光振興協会 2,500
（株）ステーション・ピー 6,322
（株）ダイコー沖縄 16,572
沖縄県国際交流・人材育成財団 1,000
障がい福祉サービス事業所はごろも 11,300
医療法人アガぺ会　若松病院 30,000
株式会社　ジオテクノ国建 3,700
ふれあい介護センター 5,505
宜野湾市社会福祉協議会 19,000

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
普天間小学校 72,537
普天間第二小学校 48,701
大山小学校 61,189
大謝名小学校 51,982
嘉数小学校 53,066
志真志小学校 58,034
宜野湾小学校 41,397
長田小学校 33,990
はごろも小学校 85,658
沖縄カトリック小学校 90,775
普天間中学校 19,505
沖縄カトリック中学・高等学校 27,069
中部商業高等学校 24,233
普天間高等学校 25,712
宜野湾高等学校 21,441

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
ぎのわん歌謡友の会 14,648
みらい保育園 8,439
宜野湾小学校 8,667
はごろも幼稚園 7,741
赤十字奉仕団 31,301
沖縄カトリック小学校 13,655
沖縄カトリック中学・高等学校 26,812
大山幼稚園 3,391
ＮＰＯ法人沖縄伝承話資料センター 5,186
普天間高等学校 31,575
身障者ボランティア団体
私らしいお産を考える会 19,380

我如古区自治会 16,282
株式会社 Laule'a Ocean 8,445

家庭理論の会　浦添市（宜野湾会場） 15,254
はごろも長寿大学（沖縄国際大学） 4,916
大山小学校 6,160
ボーイスカウト宜野湾一団 30,092
普天間第二小学校 17,892
沖縄国際大学ボランティアサークル 11,978
あいのもり保育園 13,291
真志喜中学校ボランティア委員会 13,251
宜野湾市レク愛好会 11,685
長田ブレーブス

172,855

宜野湾ベースボールキッズ
宜野湾レッドシャークス
大謝名ベイスターズ
普天間隼
大山ファミリー
我如古ファイターズ
宜野湾フェニックス
少年翼
宜野湾アトラス

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
ご協力を頂きました。

企業名 金額
ユニオン　新城店 19,878
ユニオン　伊佐店 36,254
ユニオン　上原店 32,839
ユニオン　宇地泊店 108,558
ユニオン　普天間店 63,691
カラオケハウス・ビックビート 6,674
宮脇書店　宜野湾店 9,432
いすの木惣菜館 12,350
（株）ベーカリーキャッスル　長田店 2,910
普天間オートガス（株） 2,151
エナジック天然温泉アロマ 8,444
琉球大学生活協同組合 2,812
野嵩プライムステーション 2,361
MEGAドン・キホーテ宜野湾店 18,437
さわやか薬局 2,390
Ｂｉｇ１宜野湾愛知店 2,169
旬の魚と炭火料理・酒ＢＡＲいくた 4,245
刺身居酒屋　北の葵 14,046
宜野湾市社会福祉協議会 2,499
※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。

寄付者名 金額
野嵩一区老人クラブ 1,905
野嵩二区老人クラブ 4,383
野嵩三区老人クラブ 1,666
普天間一区老人クラブ 1,708
普天間二区老人クラブ 1,375

普天間三区老人クラブ 1,657
新城区老人クラブ 2,293
喜友名区老人クラブ 6,286
伊佐区老人クラブ 3,086
大山区老人クラブ 15,900
真志喜区老人クラブ 3,429
宇地泊区老人クラブ 2,760
大謝名区老人クラブ 2,086
嘉数区老人クラブ 2,729
真栄原区老人クラブ 4,378
我如古区老人クラブ 6,059
長田区かりゆし会 3,589
宜野湾区老人クラブ 11,832
愛知区老人クラブ 5,863
中原区老人クラブ 2,052

大口募金
企業・団体・個人よりご協力頂きました。
野嵩一区

寄付者名 金額
（株）丸新建設 5,000
（株）野嵩商会 10,000
（有）クウケン 5,000
（有）宜野湾建設 5,000
（有）五和工業 5,000
（有）正光機械 5,000
（有）徳田塗装工業 5,000
ノダケふとん店 5,000
宮城食品加工所 10,000
株式会社　大山タタミ店 10,000
琉球交通　合名会社 5,000
當銘水道工事社 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
（株）沖縄エンジニヤ 5,000
サミットインダストリアル（株） 5,000

野嵩二区・普天間二区

寄付者名 金額
（有）アイムヤラ 3,000
あさひ屋製菓 5,000
オリジナル建築設計室 5,000
みやざと製菓 5,000
伊佐雅志司法書士事務所 5,000
（株）屋良材木店 5,000
我謝金物店 5,000
回生堂薬局 5,000
外間喜明税理士事務所 5,000
牧志測量事務所 5,000
不二宮工業（株） 10,000
（株）ジムキ文明堂 10,000
（有）琉測コンサルタント 10,000
ヤシマ工業（株）中部営業所 5,000
合同会社　新里建築設計事務所 5,000
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あらかき歯科 5,000

野嵩三区・普天間一区

寄付者名 金額
ヘアーサロンイーグル 3,000
有限会社　天照閣 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

普天間三区

寄付者名 金額
よなみね内科 5,000
シャディ沖縄 5,000
ジョウゲン開発（有） 5,000
みゆき化粧品店 5,000
在宅介護サービス　きずな 5,000
仲村商店 5,000
仲村薬局 5,000
普天間スポーツ店 5,000
与那嶺鰹節店 5,000

新城区

寄付者名 金額
（有）タテルマン商事 5,000
（有）とみや不動産 5,000
（有）日本不動産 5,000
（有）繁栄レジスター 5,000
沖縄グリーンメンテナンス（株） 5,000
医療法人悠々会　池原医院 5,000
普天間電機 5,000
（有）由城建設 5,000
（株）山内組 5,000
（資）中央製版印刷 5,000
（有）普天間マイカーセンター 5,000
アンカー商事 5,000
いすの木デンタルクリニック 5,000
五洋商事 5,000
（株）川橋建設 5,000
（株）ライト工務店 30,000

喜友名区

寄付者名 金額
（株）球電舎 5,000
（株）紗利真 5,000
島住宅（有） 10,000
比嘉靖司法書士調査士事務所 10,000
ジローベーカリー（株） 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）機電工業 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ーション 20,000
沖縄県コンクリート二次製品共同組合 5,000
株式会社　かね屋 5,000
株式会社　大設 5,000
宜野湾市管工事協同組合 5,000
（株）ステーション・ピー 10,000
（株）大友工業 20,000

大山区

寄付者名 金額
（有）ケイ・エム工業 5,000
沖縄ヤクルト（株） 10,000
沖縄三菱電機販売株式会社 10,000
沖縄産機（株） 10,000
沖縄綜合警備保障（株） 10,000
（株）沖縄電子 10,000
株式会社　ジミー 5,000
全琉インテリア 5,000
有限会社　大山コンクリート工業 10,000
タイヤランド沖縄 5,000
（株）Ｏｋｉｃｏｍ 10,000
（株）沖縄アドサービス 10,000
（株）ファッションキャンディ 10,000
極東警備センター株式会社 5,000
南西工営（株） 2,000
（有）大通ビルディング 5,000
（有）沖産 10,000
（株）シンセイ 10,000
グローバル運輸（株） 5,000

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
サトウ（株）宜野湾営業所 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）ジオテクノ国建 10,000
（株）トーマ電子サービス 5,000
（株）琉球テクノ産業 5,000
真志喜不動産 10,000

宇地泊区・大謝名団地

寄付者名 金額
（有）アカリ設計 5,000
新垣形成外科 5,000
シャボン玉石けんおきなわ 5,000
（有）セーフガス 5,000
島ガス 5,000
南建工業株式会社 5,000
（有）インプラン 5,000
ムーンホテルズアンドリゾーツ(株) 30,000
長濵眼科 5,000
（有）琉球葬礼 10,000
沖縄砂砂利摂取事業協力組合 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
ともえ歯科 5,000
ヘルス＆ケアジャパン株式会社 10,000
崎間篤司法書士事務所 5,000
三びきの小ぶた 5,000
総合リフォーム（株） 10,000
天久住宅 10,000
かつら食品 5,000
シュウデン 5,000

嘉数区・嘉数ハイツ

寄付者名 金額
（株）日本電設 10,000
（資）大野硝子商事 10,000
（有）イメージデザイン社 5,000
（有）オーデック 5,000
（有）キクチ組 5,000
（有）大石タイヤ 2,000
オパス（株） 10,000
ミヤザト硝子 5,000
株式会社　ＩＴＳシステム 5,000
山谷園 10,000
上城技術情報（株） 5,000
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（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 10,000
大城ストアー 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

西日本警備保障 5,000
前田建設（株） 10,000
大屋内張所 5,000
大謝名商事 5,000
有限会社　丸徳 2,000
宜野湾整形外科医院 30,000
沖縄環境分析センター 5,000
全島警備保障株式会社 30,000

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
うさぎや和洋菓子本舗 5,000
（有）丸内重機 5,000
みどり屋食堂 5,000
有限会社　花の藤商 5,000
沖縄自販機サービス（有） 5,000
株式会社　ミサ・パワー 5,000
許田電装 5,000
三和木工所 5,000
日商事務機 5,000
北翔産業 5,000
（有）大宮建機リース 10,000
宜野湾スポーツセンター 5,000
デルタ電気工業（株） 10,000

長田区

寄付者名 金額
（株）富士建設 10,000
もりや歯科医院 5,000
宜野湾ガス株式会社 30,000
髙江洲康雄税理士事務所 5,000
ふくやま整形外科 5,000
田園書房（株） 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
宮城薬局 5,000
光南建設株式会社 30,000
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

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　宜野湾営業所 5,000
宮城自動車整備工場 5,000
松島交通（名） 10,000
新川薬局 5,000
普天間オートガス 5,000
米須商店 5,000
（有）松永工務店 5,000
医療法人宇富屋　玉木病院 30,000
旬の魚と炭火料理・酒 BARいく
た 10,000

（株）アミューズメント沖縄 10,000

中原区

寄付者名 金額
（株）宜野湾電設 5,000
（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 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）中原電設 5,000
（有）田場機工 5,000
KM自動車 5,000
フジ化粧品店 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
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
川上　大輝 5,000
田場　典信 10,000
伊佐　正栄 10,000
垣花　恵蔵 5,000
上地　武昭 1,000
新城　嘉隆 11,482
柏田　吉美 10,000
我如古　盛吉 35,099
沖縄コンベンションセンター 3,049
嘉数中学校区民児協 3,762
宜野湾ロータリークラブ 4,250
宜野湾市社交飲食業協会 39,675
宜野湾市母子寡婦福祉会 10,000
（株）イマジン 5,000
若松オート 5,000
（株）ジャパンビバレッジ沖縄 10,000
（株）南土木設計 20,000
株式会社ウィルコム沖縄 10,000
宜野湾ロータリークラブ 30,000
沖縄綿久寝具（株） 50,000
株式会社　薬正堂 50,000
ＪＡおきなわ宜野湾支店 100,000
株式会社　沖産業 150,000
宜野湾市軍用地等地主会 50,000
一般社団法人はごろも緑花会

50,000

【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
宜野湾電友会

70,000

【会員】
※各社より五千円の募金をいただきました。

（有）大謝名電工
（株）日本電設
デルタ電気工業（株）
克電気工事
（株）宜野湾電設
（有）中原電設
（株）機電工業
（株）沖縄エンジニヤ
（有）雷光電気工事
（有）エイト電気工事
（有）ダイデン工業
（株）球電舎
（有）三工電設
（株）シーイー
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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 116,655
野嵩２区自治会 22,800
野嵩３区自治会 26,600
普天間１区自治会 28,000
普天間２区自治会 18,600
普天間 3区自治会 39,500
新城区自治会 80,850
喜友名区自治会 38,700
伊佐区自治会 58,000
大山区自治会 8,600
真志喜区自治会 26,959
宇地泊区自治会 61,600
大謝名区自治会 24,800
嘉数区自治会 37,700
真栄原区自治会 88,900
我如古区自治会 86,800
長田区自治会 96,400
宜野湾区自治会 74,200
愛知区自治会 114,400
中原区自治会 12,131
大謝名団地自治会 19,200
上大謝名自治会 40,700
大山高層住宅自治会 10,050
愛知高層住宅自治会 18,100
志真志団地自治会 15,000

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 256,396
教育委員会 41,650
水道局 10,747
消防本部 35,100
普天間第二給食センター 3,000
大山給食センター 2,500

真志喜給食センター 3,000
宜野湾給食センター 2,500
普天間幼稚園 1,500
普天間第二幼稚園 2,000
大山幼稚園 1,700
大謝名幼稚園 500
嘉数幼稚園 1,000
志真志幼稚園 3,500
宜野湾幼稚園 4,000
長田幼稚園 1,000
はごろも幼稚園 4,000
真栄原カトリック幼稚園 8,000
普天間小学校 10,000
普天間第二小学校 12,000
大山小学校 10,000
大謝名小学校 10,000
嘉数小学校 6,000
志真志小学校 10,000
長田小学校 17,000
はごろも小学校 10,000
沖縄カトリック小学校 12,000
普天間中学校 6,500
宜野湾中学校 5,000
沖縄カトリック中学・高等学校 13,000
宜野湾高等学校 2,500
普天間高等学校 2,000
ゆうわ保育園 15,000
愛善保育園 10,000
秋津保育園 13,500
しいの実保育園 20,500
マーシー保育園 10,500
可愛保育園 3,000
さつき保育園 9,800
仲原保育園 10,000
しののめ保育園 5,000
こがねの森保育園 10,000
あいのもり保育園 12,000
はごろも保育園 15,000
きゆな保育園 5,500

ポケット保育園 7,500
きらら保育園 12,000
まなぶ保育園 14,500
赤道あおぞら保育園 10,500
花の子保育園 8,500
にじいろ保育園 7,000
宜野湾市社会福祉協議会 18,300
シルバー人材センター 500
長田郵便局 4,000
沖縄県労働金庫　普天間支店 5,500
沖縄海邦銀行　真栄原支店 5,000
沖縄海邦銀行　大謝名支店 6,000
コザ信用金庫　普天間支店 4,024
沖縄銀行（市内４支店） 12,500
琉球銀行（市内４支店） 11,768
宜野湾市老人福祉センター
囲碁サークル会員一同 35,000

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おきなわ宜野湾支店女性部 50,000
ＪＡおきなわ宜野湾支店女性部 38,290
有田貴治税理士事務所 5,000
アサト建築設計事務所 5,000
大屋　盛春 6,952
安冨祖　功 100,000
理事・評議員研修会 1,719
旧福祉事務所ＯＢ会 4,300
大川盛政・根路銘安正・山城静子 10,000
宜野湾市社会福祉協議会 990

歳末たすけあい募金　寄附者ご芳名（敬称略）

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」

募金実績2,636,100円
　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。

募金種類 実　　績 募金種類 実　　績
戸　別　募　金 1,165,245 円 芸能の夕べ収益金（興行募金） 419,323 円
職　域　募　金 810,485 円 そ　　の　　他 25,805 円
大　口　募　金 215,242 円

⑥



ふれあい相談所

無料法律相談

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。

※初回無料 ※受付は当月１日の９時より

※月～金曜日 午前９時～午後４時

【毎月】第2月曜日 午前10時～11時 第4月曜日　午後3時～午後4時
１日30分×2件で行いますので、電話にて予約を承ります。

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）電話相談・予約 ☎８９６－２０２０問合せ先

1日が土日、祝日の
場合は翌営業日

平成28年度　配分事業
歳末たすけあい募金配分金（3,608,568円）は、平成２８年度歳末たすけあい募金配分金
（2,636,100円）、宜野湾市助成金（942,000円）、平成27年度繰越金（30,468円）にて下
記の事業を実施しました。
事　　業　　名 事　業　内　容 配　分　額

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（162世帯） 2,125,000円困 窮 世 帯

見 舞 金 支 給 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（66世帯、75名） 750,000円新入学用品等準備支援

助 成 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。（２３自治会）

690,000円小地域ふれあい事業

「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4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。

～歳末たすけあい運動チャリティー～
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ボランティア
やってみよう
かな 

どんな活動が
あるのかな 

　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。

１．ボランティアに関する相談、情報の発信
２．ボランティアに関する講座や研修会の開催
３．ボランティア活動希望者と受け入れ者をつなぎます
４．ボランティア活動グループの応援
　（活動費の助成金などの情報提供、運営サポートなど）
５．ボランティアの調査や研究
６．ボランティア保険の窓口
７．福祉教育のサポート

携帯電話のバーコード
リーダーカメラで読み
取ってください。

QRコードで簡単
アクセス★

★最新情報をチェック★

☆★ボランティア活動のはじめ方（例）

◆◇ボラセンの役割◇◆

（
電
話
も
し
く
は
メ
ー
ル
）

ボ
ラ
セ
ン
に
連
絡

活
動
の
内
容
確
認

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

窓
口
に
て
登
録

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加
入（
任
意
）

ボランティア活動
スタート!!

ボランティアだよりも
毎月お届けします！

✿ボランティア始めてみませんか？✿
ボランティアに関するお問い合わせ先：宜野湾市社会福祉協議会内ボランティアセンター
住　所：〒901-2205　宜野湾市赤道２－７－１
電　話：０９８－８９２－６５２５　　ＦＡＸ：０９８－８９２－０８４３
メール：ginowan-vol@ginowanshakyo.or.jp　　　　担当：ボランティアコーディネーター

ボラセ
ンはこんなとこ♪ボラセ
ンはこんなとこ♪

平成２８年度のボランティア活動推進校、団体の皆さんが１年間通して取り組んできた活動をパネ
ルにして紹介いたします！昨年度は市内の１３校、１１団体が助成を受けて幅広い活動を展開しま
した。それぞれの学校・団体の個性あふれる取り組みを見て、知ってほしいと思います♪
✿開催期間：平成２９年５月１５日（月）～ 平成２９年５月１９日（金）
✿場　　所：宜野湾市役所　１階ロビー

ボランティア活動★パネル展開催！！

寄附者ご芳名（平成29年2月1日～平成29年4月13日）
松本　利次 様
100,000円（香典返し）
宜野湾市真志喜在
故　松本　文子 様（妻）

（有）中島工業 様
500,000円（寄附金）
宜野湾市伊佐在

日商事務機
久手堅力弥 様
30,000円（寄附金）
宜野湾市我如古在

県立中部商業高等学校
生徒会 様
100,000円（寄附金）
宜野湾市我如古在

はごろも
パークマネージメント 様
50,000円（寄附金）
宜野湾市真志喜在

（株）ダイコー沖縄 様
44,010円（寄附金）
宜野湾市大山在

（医）宇富屋
玉木病院 様
120,000円（寄附金）
宜野湾市愛知在

酒井　邦夫 様
50,000円（寄附金）
宜野湾市愛知在
故　酒井勇吉（父）生誕百年
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