
① ④

寄附者ご芳名 平成28年5月11日～平成28年6月17日

氏　　　名 金　額 住　　所 備　　　考番号

比嘉　正憲　様

古波藏　淑子　様

オパス（株）事業本部　様

30,000

100,000

100,000

宜野湾市大山在

宜野湾市新城在

宜野湾市嘉数在

故、比嘉　静子様香典返し

故、古波藏　信重様香典返し

寄附金

1

2

3

ZZZZZZZZZZ

★ミニデイサービス事業★

ふれあい相談所ふれあい相談所

社会福祉協議会寄附

　社会福祉協議会は、社会福祉法第109条にて位置づけられた地域福祉
活動を推進する会員制の民間団体です。
　社会福祉協議会財源は

　福祉バス購入資金確保に向け、チャリティーボウリングを実施しますので皆さんのご協力をよろ
しくお願いします。
期　　間・・平成２８年８月１日～１０月９日
実施場所・・ギノワンボウル・ラウンドワン宜野湾店・レーントゥセントラル
部　　門・・（1）小学生低学年（幼児～3年生まで）の部

（2）小学生高学年（小学4年生～6年生まで）の部
（3）中学生・高校生の部　（4）青年の部（18歳以上～30歳まで）
（5）中高年の部（31歳以上～65歳まで）
（6）シルバーの部（66歳以上～）（7）障がい者の部

参 加 費・・１,５００円(２ゲーム代込み・靴代別)
表　　彰・・ボウリングは、各部門毎（男女別）の個人戦とし１位～３位、飛び賞を設ける。期間

終了後、各部門の上位入賞者（１位～３位）及び入賞者は、宜野湾市民福祉まつり
（平成28年11月3日開催）にて表彰式を行う。

お問合せ先：社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会
   TEL：098-892-6525　FAX：098-892-0843

　平成28年度は、目標額6,500,000円を掲げ、達成に向け取り組みます。その支えとなる社
協会費について、市民の皆様方には、どうぞ本会活動に対し、ご理解いただき、宜野湾市の地
域福祉活動の推進にご協力賜りますようお願い申し上げます。

平成２８年６月より
無料法律相談始めました！

7
発行：社会福祉法人　宜野湾市社会福祉協議会　　ホームページ http://www.ginowanshakyo.or.jp

 〒901-2205　宜野湾市赤道2-7-1（市社会福祉センター内）　    ☎ 098-892-6525　FAX 098-892-0843

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7月11日発行

【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　※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、心配事等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。

～まごころの１コインからはじまる福祉参加！～

♪♪デイサービス利用者・ボランティア募集♪♪

社協会員加入のお願い

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

※月～金曜日　午前９時～午後４時

宜野湾市のボランティア
マスコット「サンダンくん」です。

①人件費は補助金・受託金
等、市行政又は県から賄
われています。

②事業費は、補助金・受託
金、寄付金、赤い羽根共
同募金配分金等で実施し
ています。

③法人運営費は、社協会費
及び補助金等で賄われて
います。

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

地域福祉活動資金造成チャリティーボウリングについて

　宜野湾市23カ所の公民館では、65歳以上の方を対象に
毎週1回デイサービスを行っています。（自治会により曜
日・時間・料金が異なります）
　デイサービスは、生きがいづくり（カラオケ・レク）、
健康保持（軽体操）を目的とし、地域ボランティアの皆さ
んと交流しながら楽しく実施しています。
　デイサービスを利用してみたい方、ボランティアとして活動したい方、興味が
ある方はぜひ一度、最寄りの公民館または社協へご相談ください！

★会費の種類と金額
戸別会費
年額1口
500円

　区民が対象に、社協
活動に賛同し協力者と
なる会員。

特別会員・団体会員
年額1口
5,000円

　企業・団体または個人
で社協活動に賛同し、協
力する会員。

賛助会員
年額1口
500円

　個人で社協活動に賛
同し、協力者となる会
員。



③ ②

「子どもたちの夢や希望を育める居場所づくり」
を考えるフォーラム開催しました！

宜野湾市では、毎月２５日をまちニコデイとし
あいさつ運動啓発の日としています★

　今回、贈呈式を実施する前に、まちニコ大使、まちニコ推進委員、民生委員、自治会長、地域の
方と一緒になって、登校時のあいさつ運動を実施しました。
　子ども達は笑顔で大人の方とハイタッチしながらあいさつを交わし合う姿がとても微笑ましく子
ども達の元気な姿が印象的でした。私たちの身近な地域で「あいさつが飛び交う都市」になるよう
皆様の協力をお願いします！！！

　６月２１日（火）に、志真志小学校にて「ちびっ子ひろめ隊員任命式」が行
われました。まちニコ大使の西向幸三氏と津山尚大選手が駆けつけていただ
き、子ども達との交流を深めていました。皆で元気よくあいさつを交わす事で
笑顔になり、ほっこりとした表情が印象的でした。

　宜野湾市内の小学校１０校と琉大付属小学校の１年生（計１，３３９名）に、
「あいさつ声かけひろめ隊員」として任命式を行いました(*^_^*)ひろめ隊員の
証として、代表の児童に「まちニコシール」の贈呈を行いました。まちニコシ
ールをもらった児童からは、「まちニコシールをつけて元気にあいさつしたい
です」など活発な声が多く聞かれました(*^_^*)

　去る５月２３日（月）に宜野湾市中央公民館にて「子どもたちが自ら輝き・夢・希
望を育める居場所づくりフォーラム」を開催し、会場には130名余りの来場がありま
した。基調講演には、沖縄県青少年自立援助センターちゅらゆい代表理事の金城隆一
氏に、子どもの貧困問題の背景やその現状について講話していただきました。その中
でも、宜野湾市においても課題となっている不登校の
問題や中学校卒業後の子ども（若者）の支援体制が少
なく、子ども自身に自己肯定感が無く、あきらめてい
たり、進路を選択できる状況を与えられていない現状
があり、そこで関わってきた事例を紹介しながら、
様々な大人に関わってもらいながら、その子にあった
支援をしていくことが大事であると話されていました。
いつでも誰か大人が話を聞ける環境をつくっていきな
がら、子どもたちを自立までサポートしていくには、息の長い関わりが必要であるた
め、財源的な支援や福祉サービスも含め、行政、教育委員会、民間や地域などとの関
わりも必要不可欠であると話されていました。
　また、パネルディスカッションでは、「宜野湾市の現状と課題」と題し、我如古区
自治会長の松田朝仁氏に非行傾向にある少年たちとの関わりをとおして自治会で取り
組んできた活動を報告してもらい、宜野湾市生活福祉課支援係長の宮城章乃氏には生
活保護課や児童家庭課のケースワーカーとして関わってきた中から見えてきた課題に
ついて報告してもらいました。
松田会長は、子どもに問題があるからといって排除するのではなく、受け止めるきっ
かけがあれば子どもたちはとても素直でいい子、認められているという喜びにつなが
ってきた事例をふまえ、今後は自治会で子どもから高
齢者までが集える居場所（ファーマー的な居場所）を
設置し世代間交流を通して生活の知恵や社会性が身に
付く場づくりを目指したいと話されていました。宮城
係長からは、行政の担当係だけでは、問題解決になら
ないケースが多く、行政サービスだけではなく、様々
な社会資源を活用しながら子どもたちが活き活きと育
めるつなぎとして地域や関係機関と連携していく居場
所が必要であると課題を提起しました。

　その報告を踏まえ、来場者のみなさんとも、居場所
づくりについて議論してもらい、活発な意見が交わさ
れました。
　今回のフォーラムをとおして、社会福祉協議会とし
ても、子ども居場所づくりプロジェクト委員会を立ち
上げ、特に中学校卒業後の居場所づくり設置に向け、
取り組んでいきたいと思います。

★☆★まちニコ大使★☆★

西向 幸三（放送制作部 課長） 津山 尚大（琉球ゴールデンキングス）

毎月２５日はまちニコデイ

あいさつを通して人と人がつながるやさしい宜野湾市を目指して
～まちニコちびっ子ひろめ隊員 任命式～
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日・時間・料金が異なります）
　デイサービスは、生きがいづくり（カラオケ・レク）、
健康保持（軽体操）を目的とし、地域ボランティアの皆さ
んと交流しながら楽しく実施しています。
　デイサービスを利用してみたい方、ボランティアとして活動したい方、興味が
ある方はぜひ一度、最寄りの公民館または社協へご相談ください！

★会費の種類と金額
戸別会費
年額1口
500円

　区民が対象に、社協
活動に賛同し協力者と
なる会員。

特別会員・団体会員
年額1口
5,000円

　企業・団体または個人
で社協活動に賛同し、協
力する会員。

賛助会員
年額1口
500円

　個人で社協活動に賛
同し、協力者となる会
員。


