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チュイシージーの心で創る福祉のまち

月号5社協だより社協だよりのわん

　３月１９日、中部商業高校（生涯スポ
ーツ科２年生）が我如古区デイサービ
スを訪れ「体づくり運動」を通した交流
会を行いました。これは、授業で学んだ
プログラムを生かし地域の高齢者等と
の交流を深める地域の活性化に貢献
するものです。
　デイサービス利用者・ボランティアさ
んからは、高校生から笑顔と元気をも
らい、いつも以上にいきいきと楽しい時
間を過ごせたと好評でした。
　中部商業高校では、今後も定期的に
我如古デイサービスを訪問し地域との
交流を深めていく予定です。

　宜野湾市婦人連合会（会長平良エミ子）より食
料品（お米、缶詰等）１６９品の寄贈がありました。
これは、会の新たな取り組みとして、自宅にある余
剰の食糧提供を会員に呼びかけ、支援を必要とし
ている方々へ役立ててほしいと、提供をいただきま
した。寄贈のありました食糧品は市内の生活支援
を必要とする方々の支援にて活用させていただき
ます。ありがとうございました。

中部商業の学生１９名が来てくれました♡
片足バランス、上手です！ 両手をあげて・・・

我如古区デイサービス&中部商業高校学生の交流会

宜野湾市婦人連合会 食料品寄付（フードバンク）

第３３回卒園式第３３回卒園式

●公立・認可保育園（７名）
●小児発達センター（１名）
●支援学校幼稚部（１名）
●他市町村（公立・認可園）（3名）

　宜野湾市児童デイサービス事業所「愛育園」の卒園式が同社会福祉センター２階ホールにて３月２７日（水）に
行われました。今年は１２名のお友達が旅立ちました。

宜野湾市児童発達支援事業所「愛育園」
連絡先：０９８－８９２－６５２５
（宜野湾市社会福祉センター内）

保育ボランティア募集しています。興味のある方は、お問い会わせ下さい。
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　この度、本会では、基本理念・使命・行動指針を策定しました。これにより、市民・会員・関係機関など、本
会の活動を支えていただいている方々の信頼に応えることができる法人として活動を推進していきたいと思
います。また、職員一人ひとりがその使命を抱き、市民の皆様から信頼される宜野湾市社協を目指し、だれも
が安心・安全に暮らせるまちづくりに取り組んでいきたいと思います。

　宜野湾市社会福祉協議会では、去る平成２５年３月２２日の理事会、３月２６日の評議員会にて
承認を受けました。つきましては、市民の皆様にお知らせします。

宜野湾市社会福祉協議会のミッション

社会福祉法人  宜野湾市社会福祉協議会
基本理念・使命・行動指針

平成２５年度 社会福祉協議会 事業計画・予算

○地域福祉活動の充実
・地域支え合い活動委員会の設置（２３カ所）
・チュイシージーセンター『さんさん』運営
・地域を担う人材の発掘・育成
・まちでニッコリあいさつ声かけ運動
・自治会加入を高める活動を支援
・見守り・配食事業

○子育て支援の充実

・子育てサロン（市内6か所実施）
・親子リカバリー（社会福祉センター）
・子育て支援事業のサポート

○高齢者地域生活支援事業
・生きがい対応型デイサービス事業
・軽度生活支援事業
・在宅高齢者丸洗い仕上げ事業

平成25年度事業計画

１．基本理念
　　市民一人ひとりの個性や考えが尊重され幸せに暮
　らしていけるよう、住民相互の支え合い活動をとお
　し、「人を支える喜び」「人に支えられる喜び」を
　住民自らが実感できるまちづくりを目指します。
２．使命
　　行政、福祉・医療・保健等関係者とのネットワーク
　　体制を構築し、住民主体による地域福祉祉活動を目
　　指します。
３．行動指針
　（１）安全配慮
　　　　私たちは、常にサービス利用者・ボランティ
　　　　ア等の安全を第１に考え行動します。また、
　　　　自分自身の安全にも充分配慮いたします。
　（２）礼儀正しさ
　　　　私たちは、サービス利用者、相談者、関係者、
　　　　ボランティアすべての方に意識し、常に親し
　　　　みのある礼儀正しさ（相手を思いやる気持　
　　　　ち）を持って、対応します。
　　　　①職場全体を明るくする笑顔
　　　　②明るく元気のいいあいさつ
　　　　③相手の存在を認めるアイコンタクト（相手
　　　　の目を見て対応する）
　（３）身だしなみ
　　　　私たちは、サービス利用者、相談者、関係者、
　　　　ボランティア等に不快にさせないよう、身だ
　　　　しなみを下記の点に気をつけます。
　　　　①清潔であること　　
　　　　②機能的であること

　　　　③安全であること
　（４）尊厳の尊重と自立支援
　　　　私たちは、人々の尊厳と自己決定を尊重し、
　　　　その人が抱える福祉問題を解決し、住み慣れ
　　　　た地域でその人らしく暮らすことができるよ
　　　　う福祉専門職として最善を尽くします。
　（５）福祉コミュニティーづくり
　　　　私たちは、住民が身近な地域における福祉に
　　　　ついて関心をもち、福祉活動に参加する住民
　　　　主体による福祉コミュニティーづくりをめざ
　　　　します。
　（６）住民参加と連携・協働
　　　　私たちは、住民参加と地域の連携・協働によ
　　　　り業務を行うことを心がけ、地域に根ざした
　　　　先駆的な取り組みを応援し、地域福祉を推進
　　　　する実践や活動を広げます。
　（７）住民福祉の基盤づくり
 　 　　私たちは、福祉課題を地域全体の問題として
　　　　捉え、新たな事業や活動の開発、提言活動や
　　　　計画づくりに取り組みに積極的に関わり、地
　　　　域福祉の基盤づくりの役割を担います。 
　（８）自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神
　　　　私たちは、自己研鑽を重ね、職員同士のチー
　　　　ムワークと部署間の連携をすすめ、チャレン
　　　　ジ精神をもって業務を遂行します。
　（９）法令遵守、説明責任
　　　　私たちは、法令を遵守し、自らの組織や事業
　　　　に関する説明責任を果たし、信頼され開かれ
　　　　た組織づくりをすすめます。

（告示：平成２５年３月２６日）
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○ボランティア活動の充実
・ボランティアセンター運営委員会開催
・ボランティアサロン設置・運営・充実
・団体・個人ボランティアの活動支援
・ボランティア活動推進校の指定（１４校）
・福祉教育（体験学習等）の取り組みへの協力
・はごろもチャレンジ隊の開催（福祉施設体験学習）
・わくわくキッズ隊の開催(地域活動体験学習)
・ボランティア活動保険の加入促進
・ボランティア相談会の開催

○福祉団体との連携・協働
○市民参加型事業
・健康・福祉都市づくりフェアの開催
・ぎのわん車いすマラソン大会の開催

○災害時要援護者避難支援対策協議会運営
○相談支援・情報提供体制の強化
・ふれあい相談所（窓口）の充実
・低所得世帯などへの支援強化

○障害者社会参加促進事業
・高齢者(車いす利用者)移動支援事業
・自動車運転免許取得、改造助成事業
・点字、声の広報等発行事業

・福祉機器リサイクル事業
○児童発達支援事業所「愛育園」の充実
・集団保育（親子関係の充実）、個別指導、集団
　指導の強化
・専門分野(リハビリ訓練、言語指導、発達相　
　談、作業療法)の拡充
・保育室の施設整備

○権利擁護の仕組みの充実
・宜野湾市権利擁護支援センターの設置運営（新規事業）

○組織体制の強化
・理事会及び評議員会の開催

○第２次地域福祉活動計画の推進
○広報活動
・社協だより（年６回）発行
・社会福祉大会の開催

○関係機関との連携・支援
○財政基盤の強化
・社協会員増強運動の実施
・共同募金運動の推進
・自主財源（寄付金、チャリティーイベント開催
　等）の確保

平成25年度 一般会計資金収支予算書

人件費支出
87,728,000

会費収入
7,495,000
寄付金収入
3,315,000

市補助金
94,854,000

受託金収入
37,883,000

事業収入
2,422,000

貸付事業等収入
2,000,000

共同募金配布金収入
8,435,000

自立支援費等収入
22,505,000

雑収入
250,000

受取利息配当金収入
172,000

経理区分間繰入金収入
5,057,000

前期末支払資金残高
2,544,000

事務費支出
26,527,000

事業費支出
50,279,000

貸付事業等支出
2,001,000

助成金支出
11,988,000

負担金支出
1,000

経理区分間繰
入金支出
5,057,000

その他の固定資産取得支出
1,000

予備費
100,000

その他の支出
（退職共済預け金）

3,250,000

87,728,000
26,527,000
50,279,000
2,001,000
11,988,000

1,000
5,057,000

1,000
3,250,000
100,000

人件費支出
事務費支出
事業費支出
貸付事業等支出
助成金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
その他の固定資産取得支出
その他の支出（退職共済預け金）
予備費

支出の部

収入の部
7,495,000
3,315,000
94,854,000
37,883,000
2,422,000
2,000,000
8,435,000
22,505,000
250,000
172,000
5,057,000
2,544,000

会費収入
寄付金収入
市補助金
受託金収入
事業収入
貸付事業等収入
共同募金配布金収入
自立支援費等収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
前期末支払資金残高

支出の部

収入の部

単位：円

単位：円

（福祉教育体験学習の様子）
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■高齢者・障がい者（児）を対象とした活動
一人暮らしの高齢者への配食サービス、見守り・訪問活動、車いすなどの移動補助、移動支援、点訳・朗読・手話等
■子どもを対象とした活動　学習サポート、遊び相手など
■自然や環境を守るための活動　地域の公園や道路、海辺の清掃活動、リサイクル活動
■芸術・文化　伝統文化の継承・普及など
■安心・安全なまちづくり　防災活動、防犯、交通安全など
■各種イベント等の運営スタッフ　まちづくり・地域の交流の場・居場所（サロン）など
■国際交流の・国際協力活動　宜野湾市にいる外国人への支援活動など

　ボランティアセンターでは、ボランティア活動や市民活動に関する相談や情報提供、活動
先の紹介を行っています。また、NPO・ボランティア団体、学校等の活動支援や講座、セミナ
ーなどの学習の機会を設けるなどしています。
　これからボランティア活動をはじめるみなさんを応援する窓口なので、わからないことや
困ったことがあれば、どんどんお問い合わせください。

　ボランティアをはじめたいと思うきっかけは人それぞれです。ボランティアは自分の関心のあるテーマ、自分にで
きることからはじめられるとても身近な活動です。ボランティア活動は、地域や社会をよりよくしていくことに役立
つとともに、活動する自分自身も豊かにしてくれるチカラを持っています。

　ボランティア活動とひと口に言っても様々なものがあります。現在、ボランティアセンターでボランティア募集をして
いる活動を例にご紹介していきます。好きなことや興味のあることなど、自分にあった活動を探してみてください。

①インターネットや情報誌等で情報収集
②問い合わせ先に連絡
③活動の内容確認
④ボランティア登録・保険加入※
⑤活動開始
※保険加入は任意ですが、安心・安
　全に活動が行えるように加入をオ
　ススメします。

番号
1
2
3
4
5

金　額
50,000
20,000
100,000
50,000
20,000

氏　　　名
末吉　靖

福島工業株式会社
比嘉　初子
當山　貞雄
桃原　幸子

住　　所
野嵩２－２１－５
赤道１－４－３
真志喜１－２１－１２
喜友名２－２９－１
大謝名１－５－１７

備　　　考
故、母親、ユキ様香典返し

寄付金
故、母親、ツル様香典返し
故、母親、清子様香典返し
故、夫、正勝様香典返し

寄付者ご芳名（平成25年3月～4月）
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ボランティアとは？

ボランティアの始め方（例）

どんなボランティア活動があるの？

自分は、どんな事が好きか、どんな人が好きかを振
り返ってみると、きっとやりたい活動が見つかると
思います (̂ ♪̂今持っている趣味や仕事、好きな事
を活かせる活動に出会えると良いですね (̂ o )̂丿

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

宜野湾市社会福祉協議会
（ボランティア担当）
所在地：宜野湾市赤道２－７－１
電　話：８９２－６５２５
F A X ：８９２－０８４３
メール：
ginowan-vol@ginowanshakyo.or.jp

★QRコードで簡単アクセス★
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。最新情報をチェック

ボランティアに関する
　お問い合わせは・・・

2013年4月10日発行「ぎのわん社協だより３月号」におきまして、記載に誤りがありま
した。正しくは以下の通りです。
○P12 「ひよっこ」実施場所について
（誤）大謝名区公民館　　　　　（正）大謝名団地集会所
市民の皆さまならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、
ここに訂正させて頂きます。

「ぎのわん社協だより３月号 お詫びと訂正について」

♪自分の事をよく知ろう♪

ブログやってます!!

☆★宜野湾市ボランティアセンター★☆
宜野湾市ボランティアセンターってどんなところ？


