
  ◇募金運動期間　　平成２３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

～地域の福祉・みんなで参加～

寄付者ご芳名（平成２３年７月～８月）
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国吉　豊子

花城　康眞

照屋　淑子

島袋　春子

大川　盛松

伊佐　良実

佐喜眞　実
（新伊佐）

ぎのわん歌謡
愛好会

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

150,000

100,000

宜野湾2-20-5

志真志2-2-5

普天間1-19-5

愛知371

宜野湾1-6-8

野嵩1-35-13

上原2-2-6

新城1-16-2

故、母、ウシ様
香典返し

故、夫、眞義様
香典返し

故、夫、正雄様
香典返し
故、母、千代様
香典返し
故、夫、眞由様
香典返し
故、妻、ツル様
香典返し
チャリティー歌謡
ショー　収益金
故、母、千代様
香典返し

番号 氏　　名 金　額 住　　所 備　　考

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

－電話相談は☎ 宜野湾市
社会福祉センター内

一般
相談

～地域の福祉・みんなで参加～～地域の福祉・みんなで参加～

＊総合支援資金
　失業などにより生活全般に困難を抱えている方へ、
再就職の実現に向けて支援を行います。

＊臨時特例つなぎ資金
　住居のない離職者で公的給付制度または、公的貸付
制度の申請を受理されている者であり、かつ給付が
開始されるまでの生活に困窮している方に貸付する
ものです。

＊福祉資金　福祉費
　低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、必
要な経費を貸し付けします。（生業費、技能習得
費、転宅費、療養費、福祉用具購入費など）

＊緊急小口資金
　緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合
の資金です。

＊不動産担保型　生活資金
　今お住まいの居住用不動産を担保に生活資金を貸付
するものです。

＊教育支援資金
　高校、専門学校、大学就学時に必要な経費を貸付
する制度です。授業料等の「教育支援費」と入学
の支度に必要な経費「就学支度資金」があります。
★日本学生支援機構奨学金などの利用が優先になります。

－

　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。
　皆様の善意による寄付金は、じぶんの町を良くしたいというみなさまの意思が込め
られたお金として、宜野湾市の地域福祉活動に活用されております。
　身近な地域で互いが助け合い支え合う「赤い羽根共同募金活動」、
今年度は 12,652,000円を目標額とし、募金活動を展開していきます。
　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。

チケット販売について　　チケット販売について　　チケット販売について　　

 ★世帯単位の貸付です
　申込者は原則として生計中心者です。
　家族間で資金を借りることについての共通認識が大切です。

 ★他の貸付制度の活用が優先になります
　日本学生支援機構の奨学金、母子寡婦福祉資金、ハローワークの雇用施策などの利用が 
　優先されます。

 ★民生委員が援助活動を行います
　世帯の生活の自立と安定を図ることを目的としていることから、相談・申し込みから返済が
　終了するまで、地域を担当する民生委員が援助活動を行います。

　沖縄県共同募金会宜野
湾市共同募金委員会に
て、７月末での義援金実
績額は、
　9,038,706円
となっています。
　義援金受付は、９月
22日（木）までとさせて
いただきます。引き続き
皆様のご協力をお願いい
たします。

－義援金報告－

　来る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」が開催されます。毎年、市内の舞踊関係者、
福祉関係団体のご協力により今年で３８年目を迎えま
す。この収益金は、歳末たすけあい運動の配分事業として
役立てられます。
　沖縄の伝統芸能に身近に触れる機会ですので、ぜひ多くの方々が足
を運んで下さるようお願いします。
　なお、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予定となっています。

　低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と相談援助を行います。
生活福祉資金は、経済的な自立および生活意欲の助長促進、在宅福祉およ
び社会参加の促進を図り、地域の中で安定した生活を送れるようにする
ことを目的としています。
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　6月22日(水)に、平成23年度ボランティア活動推進校及びボランティア団体助成の選考会が行わ
れ、ボランティア活動推進校10校(園)並びにボランティア団体７団体が決定しました。そして、7月
11日(月)には、助成金交付式を行い、子どもたちへのボランティア推進や、市内の地域福祉活動を推
進するボランティア団体等に対して活動費の助成をいたしました。今年度もよりいっそうボランティ
アに興味を持ち、宜野湾市のみんながしあわせに暮らせるような、まちづくりの一助として取り組ん
でいけるよう頑張っていただきたいと思います。また、本会としてもよりよい活動ができるよう支援
していきたいと思います。

ボランティア紹介

ボランティア活動に関するお問い合わせは 098-892-6525（ボランティア担当：砂川・石垣）まで！！

施設ボランティア

★目の不自由な方(女性)の買い物支援★
　日時・時間等：依頼者と調整
　場　所：依頼者宅（我如古）⇔買い物先
　備　考：女性の方希望

送迎のボランティア

学習支援ボランティア
★市内の小学校の学習支援
　　ボランティアさん大募集！

★認知症高齢者の話し相手、施設内散歩など★
　日にち・時間帯：ボランティアの希望により調整可
　場　所：グループふれあい(宜野湾市長田)
　備　考：食事時間帯の活動であれば食事あり。
　　　　　※希望者は事前の認知症の説明等の勉強会あり。

★高齢者と交流や趣味活動など
　  （ボランティアの趣味や特技を活かした交流）★
　日にち：月～土曜日
　時間帯：１３:００～１５:００
　場　所：ふれあい介護センター
　　　　　（宜野湾市宜野湾）※330号線沿い
　備　考：必要な物品等は施設が準備

★施設利用者と一緒に木工（軽作業）や
　　　　　　　　　　　古紙の選別作業など★
　日にち：月～金曜日
　時間帯：９:００～１４:００
　場　所：蒼生学園（宜野湾市長田）　
　備　考：時間帯は相談に応じます。
　　　　　※当日の服装は、動きやすい格好でお願いします。

★利用者の方の囲碁の相手★
　日にち：月～金曜日
　時間帯：１４:００～１６:００
　場　所：小規模多機能ホーム若松　ぎのわん
　備　考：囲碁が得意な方大募集！！

★ガーデニングクラブのサポート★
　日にち：第２・第４　火曜日
　時間帯：１０:００～１１:３０
　場　所：沖縄病院　西病棟　中庭
　備　考：園芸に詳しい方、一緒に園芸をしてくれる方を
　　　　　募集中です！
　　　　　活動の際は動きやすい格好でお願いします。

　小・中学校の学校教育において、ゆとりの中で地域の特色のある
教育を展開し、児童・生徒が自ら学び・考える「生きる力」の形成を
課題に「総合学習」の時間が設置されました。これを機に各学校では、
総合学習の時間において福祉をテーマとした体験学習を積極的に取
り入れています。内容としては、車いす体験・アイマスク体験・点字、
手話の学習会、障がい者の方の講演会などがあります。社協では、体
験学習の指導・サポート、教材の貸出、講師紹介、派遣のコーディネ
ートのお手伝いをしています。
　去った７月１９日には、宜野湾小学校にて４年生を対象に障がいや
ボランティア、福祉について理解を深めました。子どもたちにイメージ
してもらいやすいようにプロジェクターを使い、身近にあるバリアフ
リーや宜野湾市にはどうゆう人たちがいるのか、をクイズ形式で行
い、今後どうしたら良いか、私たちに出来ることは何かと問うと子ども
たちから、たくさんの質問や意見が出ていました。また、「福祉とは幸
せをいいます。みんな一人ひとりが幸せであることです」と言うと子ど
もたちは真剣な表情で一生懸命メモを取っていました。今後の子ども
たちの福祉に対する意識や考え方が深まっていけたらと思います。

　平成23年7月25日（月）から7月29日（金）に、宜野湾市内の中・高等
学校を対象に福祉教育を強力に普及、浸透を図るため、福祉施設内での
ボランティア体験学習を通して「思いやりの心」「福祉の心」を培うととも
に地域社会への啓発を促進することを目的に「第29回はごろもチャレン

ジ隊」を開催しました。市内の8施設
で33名のチャレンジ隊生が３日間の
福祉施設体験実習を行い、29日の閉
講式では、その実践報告を行い、その
後施設ごとに分かれアイディアを出し合い、それぞれ味のあるパネルを作
成しました。はごろもチャレンジ隊に参加した受講生は、普段は体験でき
ない貴重な経験で大きく成長し、とても輝いていました。

～チョボラから始めよう♪♪♪　ボランティアさん大募集～～チョボラから始めよう♪♪♪　ボランティアさん大募集～

詳細は社協までお問い合わせ下さい。

はごろもチャレンジ隊 報告！はごろもチャレンジ隊 報告！はごろもチャレンジ隊 報告！
第29回第29回

ボランティア活動推進校…みらい保育園・大謝名小学校・大山小学校・嘉数小学校・宜野湾小学校・志真志小学校
　　　　　　　　　　　　普天間小学校・カトリック小学校・カトリック中高等学校
ボ ラ ン テ ィ ア 団 体…手話サークル和・ひめ花組・ブーゲンビリア・ママのほっとステーション・
　　　　　　　　　　　　宜野湾市レク愛好会・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

平成23年度 ボランティア活動推進校及びボランティア団体決定 !！
ボランティア活動推進校及び
ボランティア団体決定 !！

ボランティア紹介
個別の生活支援ボランティア
★身体が不自由な方（女性）の生活支援 
　（院内の散歩、身辺清掃やお話し相手、代筆など）★
　日時・時間等：ボランティアの希望により調整可能
　場　所：沖縄病院
　備　考：週1回・月１回でも可能（頻度に指定なし）

★目の不自由な方の為の朗読・テープ録音★
　日時・時間等：毎週水曜 １４:３０～１８:００（時間調整可）
　場　所：依頼者宅　（愛知、伊佐）
　備　考：ブーゲンビリア（朗読ボランティア団体）さんと
　　　　　一緒に活動してくれる方大募集です！！

★目の不自由な方(女性)の通院の付き添い★
　日時・時間等：毎月2回ほど
　場　所：琉大病院　
　備　考：食券の購入や支払の補助などです。女性の方希望、
　　　　　一度お会いして、通院の日程などお話します。

　あしび村やーデイサービス（宜野湾市23ヶ所の公民館にて毎週
１回実施）の利用者の健康チェック（血圧・脈拍測定など）を行う
ボランティアです（1時間程度）。
　興味のある方は、☎ （ミニデイ担当：真喜志）
までお問い合わせください。
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「わくわくひろば」
場　所　野嵩１区公民館
日にち　毎月第３水曜日
時　間　午前10時～12時

「たんぽぽ」
場　所　長田区公民館
日にち　毎月第４水曜日
時　間　午前10時～12時

「ひよっこ」
場　所　大謝名団地集会所
日にち　毎月第２金曜日
時　間　午前10時～12時

「せせらぎ」
場　所　大山区公民館
日にち　毎月第３金曜日
時　間　午前10時～12時

「まつぼっくりひろば」
場　所　１９区公民館
日にち　毎月第３水曜日
時　間　午前10時～12時

「アンパンマン」
場　所　真栄原区公民館
日にち　毎月第３金曜日
時　間　午前10時～11時半

　子育てを全部ひとりでやらなくっちゃいけなくて。 日中、大人と話せないのがつらくって。
　抱いても、何をしても泣き止まない我が子を床に投げつけてやろうかと本気で思った。
　子育て真っ最中の母親達よ、子育てでしか味わえない喜びを感じながらも、一方では自分一人
で子育てを担う不安と負担に緊張し、子供とぴったりくっついている閉塞感にとまどった経験はあ
りませんか。
　親になるまで身近に赤ちゃんがいなかったり、抱いた経験もない、赤ちゃんが何を求めて泣いて
いるのか解らず、途方に暮れ、「私を困らせようとしている」と腹を立てたり、子供の発達や反応
を知らないことがトラブルの原因になったりしますね。
　親だって知らないことは解らないし、やったことのないことは出来ませんよね。
　子育てサロンには、いろいろな失敗や経験を積んできた「民生委員児童委員・母子協力員等」
が、親子との出会いを楽しみにしながら子育て応援団として参加しています。
　子供たちから元気をもらいたい思いと何よりもひとりぼっちの母親をなくし、母親同士が心を
開き話し合い、ストレスを解消する場として活用してほしいとの願いを込めて。

　地域に暮らす市民同士の繋がりを築き、日頃から緊急時まで互いに支え合い・助け合う
ことのできる地域を目指す取り組みとして、各自治会において地域支え合い活動委員会を
設置し実施しています。地域課題に応じて見守り活動や防災活動、自治会加入促進活動、
美化活動など、様々な取り組みを進めています。

　普天間３区は、十数年前までは市内の中心街として栄えていた
ため、住宅・店舗等が多く密集しており、栄えていた頃の雰囲気
が今もなお残る地域です。しかし、アパート等が年々増えること
により区民同士の関係も希薄化しつつあります。本市においては
行政から自治会へ転入者情報が提供されないことから、自治会も
どこにどんな人が住んでいるか分からない状況です。
　そこで、互いに顔の分かる関係を築き、地域課題を発掘し、よ
り良いまちづくりを展開していく為に、普天間３区地域支え合い
活動委員会は地域調査として戸別訪問を実施しています！皆が同
じ地域に住む仲間♪互いに声のかけ合えるまちを目指しています
☆また、地域住民自らが結束し、美化活動（花植え活動）も実施
展開しています♪

　大山区の地域支え合い活動委員会では、自治会長、書記、
民生委員、老人会、婦人会、子供会の代表者による会議が毎
月１回行われています。
　現在は、一人暮らし高齢者や障がい者などが安心して生活
できる地域づくりに向け、「見守り」をテーマに話し合いが
行われています。周辺住民の協力を得、近隣住民同士で無理
なくできる声掛けや訪問を通して繋がりや絆のある地域づく
りを目指しています。新聞受けに新聞がいっぱいたまってい
る…何日も姿が見えない…など、『どうしたのかな？』とい
う周辺住民の関心のある気付きから支え合いは始まります。
今後はマップづくりをしながら地域の理解者・協力者を増や
す方法も同時に検討し、見守りの輪を広げていく予定です♪

※公民館の行事等により日程が変更する場合や、場所が変更する場合があります。
　詳しくは宜野湾市社会福祉協議会（８９２－６５２５）までお気軽にお問合せください♪

子育てサロンに遊びにおいでよ☆子育てサロン子育てサロンに遊びにおいでよ☆
なぜ？繰り返される子供への虐待。一人で担う不安と負担

※公民館の行事等により日程が変更する場合や、場所が変更する場合があります。
　詳しくは宜野湾市社会福祉協議会（８９２－６５２５）までお気軽にお問合せください♪

なぜ？繰り返される子供への虐待。一人で担う不安と負担なぜ？繰り返される子供への虐待。一人で担う不安と負担

地域支え合い活動  ～人と人との繋がりを築く～

☆ 大山区地域支え合い活動委員会では ☆

☆普天間３区地域支え合い活動委員会では ☆

☆ 大山区地域支え合い活動委員会では ☆

☆普天間３区地域支え合い活動委員会では ☆

地域支え合い活動  ～人と人との繋がりを築く～まちでニッコリあいさつ声かけ運動まちでニッコリあいさつ声かけ運動

　３月１１日に発生したマグニチュード9.0の東日本大震災は、震度７のゆれだけでなく、防災対策を
はるかに上回る規模の津波を発生させ東北地方のまちに壊滅的な被害を与えました。
　今回の震災を通して津波や自然災害の恐ろしさを痛感したと同時に、私たちも他人事としてではな
く、日頃から防災について考え備えるきっかけになり、多くの人が何か対策をしなくてはと感じたと思
います。この対策で最も重要なことは、一時的なものとせず絶えず継続していくことです。
　防災につよい地域をつくることもその対策のひとつです。阪神淡路大震災の時、救助された人の約
80％が近所の人に助けてもらったそうです。震災直後の混乱した状況では、消防、警察、市職員も被
災者になり得るし、残念ながら現場にすぐさま来ることは期待できません。常日頃からの地域のつなが
り、支え合い活動が災害時にも力を発揮します。まずは、できることを考えてみましょう。近所の人と
あいさつをして顔見知りになる、隣にどんな人が住んでいるのか知る、ご近所づきあいをする、自治会
に入る、地域の行事へ参加する、公民館へ足を運ぶなどして、顔を覚えてもらったり、覚えておくこと
で、災害時の避難や安否の確認に役立つかもしれません。「いざというときに協力し合いませんか？」
という声をひろげ、顔の見える関係性をつくることからはじめてみませんか。

民生委員児童委員連絡協議会
会長　清水　スミ子

子育てサロン「せせらぎ」運営委員一同

　宜野湾市においては、毎月25日は「ニコニコあいさつ・声かけ推進の日」となって
おります。市民ひとり一人が、気持ちのよいあいさつを行うことで、人と人の輪を広げ、
地域社会を明るくし、地域の連帯感を生みます。
　地域や職場でだれでもできる地域活動を始めてみませんか★★★

ニ コ

⑤ ④



⑦ ⑥

包装の傷みや賞味期限が迫るなど、まだ食べることができるにもかかわらず
廃棄されてしまう食糧品や余剰の商品などを、企業や個人の方から無償で
分けていただき、食糧を得ることが困難な方々へ配給する活動です。

福祉展では下記のコーナーを設けています♪ その他、健康展、生涯スポーツフェスティバルも
実施します！  多くのみなさんのご参加をお待ちしています！！

車いす・展示・手話体験、ふれあいグランドゴルフを開催します。
子供から大人までみんなで楽しめる体験です♪

自治会活動や婦人会、民生委員活動などの
各種団体紹介、災害時避難グッズの展示な
ど様々な地域活動を幅広く紹介します♬

たとえば・・・
お米・お米券・パスタ・インスタントラーメン・そうめん・インスタント食品・レトルト食品・
乾物（わかめ・かつおぶし・こんぶ）・缶詰・お菓子・飲み物など

　車いすを利用している高齢者、障がい
を持つ方を対象に、車いすのまま乗車で
きる車輌（リフト付車輌）の貸出を行い、
買い物や病院受診、余暇活動等在宅で
の生活をサポートします。お気軽にご利用
下さい。

　本会主催の行事・イベントや、地域での取り組み・
ボランティア情報等を市民の皆さんへ分かりやすく発信
していけるよう本会では平成１６年度よりホームページを
開設しています。
　今回、市民の皆さまに本会のホームページをさらに
ご活用して頂けるよう、内容を充実させリニューアルしま
した！！ 今後は、タイムリーな情報発信により、地域福祉
活動の推進をより一層図っていきます♪ お時間のある
時に…、ちょっと福祉について知りたい時に…など、
ぜひご覧ください☆

informationinformation

リフト付車輌を貸出します。リフト付車輌を貸出します。リフト付車輌を貸出します。

ご家庭で余っている食糧を寄付して下さい！

フード
ドライブとは…

＊２０１１宜野湾市健康・福祉都市（まち）づくりフェア（１０／１．２）両日は会場内ブースにて受付いたします。

お問い合わせ　宜野湾市社会福祉協議会　☎８９２－６５２５

宜野湾市社協ホームページ
http://www.ginowanshakyo.or.jp

※車輌のみの貸出となります。
　利用方法・申し込みなどの
　問い合わせは
　 ☎892-6525  までお電話下さい。

移動支援事業

※賞味期限が最低２カ月間程度残っている常温で保存できる食糧等

★常時、宜野湾市社会福祉協議会にて
　受付中！！

お問い合せ先　宜野湾市社会福祉協議会
　　　　　　　☎ ０９８－８９２－６５２５
　　　　　　　　（担当／島・喜屋武・宮城）

福祉サービスの情報提
供、施設活動の紹介、
福祉機器展示、介護教
室を行います☆

竹とんぼ・指ハブ・風車など、
昔ながらの郷土玩具づくり、世
代交流、子供遊びの紹介をし
ます☆

障がい者の働く場の製品、リサイクル製品
の販売を行います♬

10/1（土）
13～17時

10/2（日）
10～16時

　今年も、第23回ぎのわん車いすマラソン大会を開催します！！ 本大会は、障がい者の社会参加と
スポーツの振興を目的に開催しています。
　毎年、県内外から多くの選手が参加し、お互いの連携・交流を深めることの出来る全国的な大会へ
と発展しておりますので、今年も多くの皆さんのご参加をお待ちしています♪♪
　※大会要項は社協のＨＰに掲載しています。

（社協内：892-6525）

＝共走・共汗・共生を目指し、力いっぱい走りぬけ＝

開 催 日  ：平成23年12月11日（日）10時スタート
会　　場  ：宜野湾海浜公園（市立体育館前）
競技部門  ：  （１）ハーフの部
　　　　  　（２）５ｋｍの部
　　　　  　（３）1.5kmトリムの部
募集期間  ：9月１日（木）～30日（金）まで
参加資格  ：身体障害手帳を所持する車いす使用者
　　　　　 ※ハーフの部、５ｋｍの部については、車いす使用により一般参加可
参 加 費  ：ハーフの部2,000円
　　　　　 ５ｋｍの部、1.5kmトリムの部 1,500円
参加申し込み方法  ：専用の郵便振替用紙に必要事項を記入し参加料を添えて郵便局にて
　　　　　　　　　  お振込ください。専用の振替用紙の請求については、大会事務局に
　　　　　　　　　  お問い合わせください。

第23回第23回


