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チュイシージーの心で創る福祉のまち

月号11社協だより社協だよりのわん

この広報紙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

　「自分のまちを良くするしくみ」を運動のメインテーマに掲げ、赤い羽根共同募金運動が全国一斉にスタート
しました。本市では12,152,000円を目標額とし募金活動を展開しています。
　皆様から寄せられた募金は、次年度の県内の福祉施設・団体配分災害準備金、本市の社会福祉・地域福祉活動
に配分され、児童から高齢者、障がいを持つ方などが地域で安心して暮らせるよう様々な福祉活動に活用され
ます。
　市民の皆様には、ご家庭や職場、街頭募金活動をとおして、また、企業・店舗の皆様には地域社会の一員として
連携の輪を広げながら地域の人々が互いに助け合う福祉活動にご協力をお願いします。
募金運動実施期間 ： １０月１日～１２月３１日
税 制 上 の 優 遇 ： 共同募金への寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除)が認められています。

10月２日（火）ザ・ビッグエクスプレスはにんす宜野湾にて、障がい児・者の問題行動支援センターの職員と
利用者の方に街頭募金の呼びかけのご協力をしていただきました。2時間の呼びかけで、約120名の方が募
金にご協力して頂きました。ありがとうございました。

募金は
たくさん集まりまし
た。人もたくさんいて、子
どもたちもたくさん募金し
てくれました。

皆協力的で中には、
1,000円募金してくれた方もいました。

最初
は不安でした
が、楽しく募金を
行うことが出来
ました。

　１２月１日から１か月間（１２月３１日まで）歳末たすけあい募金が行われます。
　皆様の温かい心（善意）が支援の輪として、宜野湾市内の必要としている方々へ「困窮世帯見舞金支給事業」
「新入学ランドセル贈呈事業」をはじめ、自治会を単位に住民参加による「小地域ふれあい事業」等、さまざま
な福祉活動を重点的に展開いたします。年末の出費多忙の中でありますが趣旨をご理解の上、ご協力を賜ります
ようお願いします。寄付金は、口座振込でも可能となっていますので、事務局までお問い合わせ下さい。

赤い羽根共同募金運動　実施中

「みんなでささえあうあったかい
地域づくり」を目指して

「みんなでささえあうあったかい
地域づくり」を目指して

ひとりひとりのやさしさが、あなたの住むまちをもっとやさしくしてくれます

街頭募金のご協力ありがとうございました♪

募金関係のお問い合わせは
◇事　務　局：沖縄県共同募金会宜野湾市共同募金委員会（市社会福祉協議会内）
　　　　　　　TEL892-6525　FAX892-0843
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　こんにちは♪４月１日～10月31日までに宜野湾市ボランティアセンター
に登録に来ていただいた方がなんと!!92名になりましたヽ(´▽｀)/人口比
率からするとまだまだ数は少ないですが、毎日多くの方が空いた時間を活用
し、困っている人や地域のためにボランティア活動を行っています。これか
らも皆さんの協力をいただきながら、子ども、お年寄り、障がいのある方、
そしてすべての宜野湾市民がより住みよい地域づくりができたらと思ってい
ますので、今後ともご協力お願いいたします。

～ボランティア活動のはじめ方～ ～現在募集中のボランティア情報～
障がいのある方のサポートボランティア
○利用者の方と一緒に作業をしながら作業の
　サポートをしよう！
日にち：月～金曜日　　　
時間帯：午前９時～午後２時
場　所：蒼生学園（長田）
備　考：時間帯は相談に応じます。当日は動き
　　　　やすい服装。
○身体が不自由な方（男性）の送迎
日にち：土日・祝祭日
時間帯：ボランティアさんの希望に合わせます。
場　所：真栄原⇔浦添市宮城
備　考：性別、年齢は問いません。　

お年寄りのサポートボランティア♪
○話し相手ボランティア
日にち：時間帯：ボランティアさんの希望に　
　　　　合わせます。
場　所：特別養護老人ホーム愛誠園
備　考：時間帯は相談に応じます
○一人暮らしのお年寄り（女性）の買い物の
　付き添い・調理サポート
日時／時間帯：
　　　　毎週土曜日・午前9時～午前10時半
場　所：宜野湾市内
備　考：スーパーから自宅は車で５分程度です
　　　　が、徒歩での移動が厳しい為車での移
　　　　動になります。買い物後は自宅にて調
　　　　理のサポートをします。

ボランティア情報は随時ブログにて更新しています。読者登録をしていただくと最新のボランティア情報をいち早く確認できます！

その他、地域の清掃活動や子育てサポート、
学習サポート、イベントボランティアなど多
様なボランティアがあります。興味のある方
は是非お問い合わせください!！

←お手持ちの携帯電話からバーコード
　リーダーを読み込ませてください。
　※通信料は自己負担になります。

┌(；・∀・)┘ﾔｯﾃﾐﾖ!

問い合わせ先に連絡

活動の内容確認

保険加入(※任意)

活動開始！

☆電話やメールや直接来所もOK！
 知りたい情報や不安に感じているこ
となど、気になる内容を何でも相談
してください。

ボランティア
担当に連絡
しよう♪

ボランティア活動に関するお問い合わせは…
所在地：宜野湾市赤道2-7-1
電　話：098-892-6525
ＦＡＸ：098-892-0843
E-mail：ginowan-vol@ginowanshakyo.or.jp
ホームページ：http://www.ginowanshakyo.or.jp/
担　当：ボランティアコーディネーター

☆具体的にやりたい活動が決まったら
持ち物や活動時間の確認をします。

☆万が一のケガに備えてボランティア
保険に加入しましょう。
　(年間２８０円～)
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第24回ぎのわん車いすマラソン大会 応援ボランティア・運営サポーター募集中!!
応 援 団：コースを走る選手に声援やエールを送ります。
　　　　　※団体でのご参加の場合、応援場所の調整を行

いますので、参加人数と引率者名を社協まで
ご連絡ください。

運営サポーター：当日のコース設営、介助、コースやゴールの誘
導、テーピング、周回記録、看板作り、など

申込締切：11月30日（金）までお申込み下さい。
興味のある方は、ぜひ社協までご連絡お待ちしています！

（担当：砂川・知念）

親子リカバリー体操
　普段、育児や家事などで中々運動する時間
が持てない方、リカバリー体操で育児や家事
等でたまったストレスを解消しませんか？
当日参加も大歓迎ですので、興味のある方は、
気軽にご参加ください♪

日　時：毎月第１、３月曜日（午後1時30分～２時30分）
場　所：宜野湾市社会福祉センター
　　　　２階ホール
参加費：1回につき300円
持参する物：動きやすい格好・
　　　　　　靴、床に敷くタオル、
　　　　　　飲みもの等

障がい者の｢自動車免許取得」並びに
｢自動車改造費｣助成事業の募集について
　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。

☆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。

　※助成枠及び助成限度額、別条件等がありますので、 
　　詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

　１２月９日（日）に「第 24回ぎのわん車いすマラ
ソン大会」が開催されます。ぎのわん車いすマラソ
ン大会とは、県内外の身体障がい者が車いすマラソ
ン大会を通して、互いの連携と障がい者に対する理
解を深め、社会に参加する意
欲を高める事を目的として
います。また、この大会は、
1,300 名を超える協力者や
ボランティア、企業からの協
賛金、善意の寄付などによっ
て支えられています。

日　時：平成24年12月 9日（日）午前10時スタート
　　　　（午前9時より交通規制が行われます。ご理解、
　　　　ご協力お願い致します。）
場　所：宜野湾海浜公園歓海門（スタート・ゴール）
問い合わせ：ぎのわん車いすマラソン大会

実行委員会事務局（０９８－８９２－６５２５）

ボランティア相談会やってます♪
日にち・時間帯：毎月第３火曜日の午後５時～７時
場　所：宜野湾市社会福祉センター
　　　　（2階ボランティアサロン室）
　これからボランティアを始めたい方、現在活動中
の方、ボランティアをお願いしたい方、ボランティ
アを企業で取り入れたいとお考えの方、ＮＰＯ団体

の方や学校関係者などボ
ランティアに関する相談
であれば、なんでも相談に
乗ります。お気軽にお越し
ください♪

チャリティー「芸能の夕べ」
チケット販売について

　来る12月２日（日）宜野湾市民会館（午後2時
1回公演のみ）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39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、最寄りの公民館又
は、社会福祉協議会に
て販売しています。

☆お問い合わせ：宜野湾市社会福祉協議会
　　　　　　　　℡８９２－６５２５
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　宜野湾市内23区のすべての自治会では、毎週1回ミニデイサービスが開催されています。
　地域のボランティアさんがデイサービスの活動プログラムを考え、食事（又はおやつ）を用意し、運営しています。高齢
者の健康維持・生きがいづくり・地域の人々との交流の活性化に繋がっています。
　✿自治会によって曜日・時間が異なりますので、自治会に確認
　　して下さい。

　ミニデイサービスでは、「介護予防教室」や「健康講座」
等の講座や、「レクリエーション」や「グランドゴルフ」など
のスポーツ活動や手芸などの趣味活動も行っています。年
に1回のピクニックや地域の子ども達との交流会、クリスマ
ス会など季節の楽しい行事もあります♪
　一緒にたのしみましょう！！
☆利用料　1回100円　　　
☆食材費　1回150円～400円程度
（自治会によって異なります）

（自治会ミニデイサービス）

寄付者ご芳名（平成24年7月～平成24年10月）
氏　　　名 金　額 住　　所 備　　　考番号

伊佐　友孝 様
宜野湾整形外科 様
佐喜眞　弘政 様
島袋　ちえ子 様
知名　弘司 様
島　得 様
湧川　正子 様
仲村　春一 様
上原　由郁 様
與島　涼 様
安仁屋　キヨ 様
仲村　將清 様
宮城　初子 様
村山　光一 様

50,000
30,000
100,000
40,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
100,000
50,000

大山３－１－８
真栄原３－７－７
野嵩１－２３－１８
愛知４８４－７
真栄原１－１４－２２
喜友名２－１５－７
愛知２９０－１３
赤道２－１８－１５
赤道１－７－２
我如古１－２５－４１
大山２－１５－２０
宜野湾２－８－２４
宜野湾１－１３－２５
新城２－２６－５

故、母、ノブ様香典返し
寄付金
故、父、弘清様香典返し
故、子、隆博様香典返し
故、母、トミ子様香典返し
故、母、千代様香典返し
故、夫、善有様香典返し
故、父、春直様香典返し
故、母、ミネ様香典返し
故、妻、米子様香典返し
米寿祝い
米寿祝い
故、夫、豊吉様香典返し
故、父、健一様香典返し

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

利用者＆ボランティアさん募集中！！また、喜友名・伊佐・大山・宇地泊のミニデイで健康チェックのボランティア
（正・准看護師）を募集しています。地域での活動に参加してみませんか♪♪
興味のある方は、事務局までご連絡ください！
事務局　宜野湾市社会福祉協議会　　　担当：眞喜志・城間
　　　　℡：８９２－６５２５　　fax：８９２－０８４３　　Ｅ-mail：ginowan-ikidei@ginowanshakyo.or.jp

生きがい対
応型デイサービス

新城区の昼食

血圧チェックも欠かしません！

No

2

3

4

5

6

実施場所

野嵩２区

野嵩３区

普天間１区

普天間２区

普天間３区

名称

うりずんの会

がじまるの会

にこにこ会

たんぽぽの会

さわやかの会

実施日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

時間

１１：００～１４：００

１１：００～１４：００

１１：００～１４：００

１１：００～１４：００

１０：００～１４：００

第1・3は13:00～16:00
第2・4は12:00～15:00

連絡先

1 野嵩１区 野嵩遊びなー 火曜日８９２－２２５２

第1・3は10:00～12:00
第2・4は10:00～14:007 新城区 かりゆしの会 水曜日８９２－２５２８

８９２－３８６３

８９２－６１００

８９２－２０４５

８９２－２７９６

８９２－２３２７

8

9

10

11

喜友名区

伊佐区

大山区

真志喜区

喜友会

がんじゅうの会

よんそりークラブ

森川の会

火曜日

水曜日

水曜日

火曜日

１０：３０～１４：００

１０：００～１４：００

１３：３０～１６：００

１０：００～１４：００

８９２－３６４９

８９８－２９４４

８９７－３３０３

８９７－３７６５

No
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

実施場所
宇地泊区

大謝名区

嘉数区

真栄原区

我如古区

長田区

宜野湾区

愛知区

中原区

大謝名団地

嘉数ハイツ

上大謝名

名称
マサグ会

HAPPYの会

ゆうゆうの会

ゆいまーるの会

平松の会

なかよし会

じのーん並松会

若松の会

和の会

しあわせの会

ひまわり会

こがね会

実施日
火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

火曜日

水曜日

木曜日

火曜日

時間
１０：００～１４：００

１３：３０～１６：００

１０：００～１４：００

１０：３０～１４：００

１１：００～１４：００

１０：００～１４：００

１３：００～１５：００

１０：３０～１４：００

１０：３０～１４：００

１２：００～１５：００

１０：３０～１４：００

１１：００～１４：００

連絡先
８９７－４０４８

８９７－２９００

８９７－７５６１

８９８－２３２６

８９８－６３０４

８９２－３３２１

８９２－３２０６

８９２－１７６６

８９２－５３０３

８９７－３０１０

８９８－４５９９

８９７－２０４３

◆実施状況

無料相談所のお知らせ

電話相談は
☎896－2020
宜野湾市社会福祉センター内

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。

一　般　相　談
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


