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平成29年３月10日発行

「社会福祉法人運営協議会（仮称）」
立ち上げに向けた勉強会を開催しました！！

★第３次宜野湾市地域福祉活動計画
～地域の絆を強くする市民の支え合い～ を策定

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

　宜野湾市社会福祉協議会では、民間相互の協働による計画とし
て、第３次宜野湾市地域福祉活動計画（期間：平成２８年度～平成
３２年度）を策定しました。本計画では、３つの重点プロジェクトを
掲げ地域福祉活動を推進していきます。

１．「子どもたち一人ひとりが輝ける都市を目指して」
　　～今、私達に出来ること～
２．「生活困窮世帯への支援強化」
　　～自立した生活を目指して～
３．「社会福祉法人運営協議会（仮称）の充実に向けて」
　　～法人としての地域貢献活動～

　平成２９年４月の社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人は「地域における公益的
な取り組み」が求められました。宜野湾市では、市内の社会福祉法人が一丸となり、
「社会福祉法人運営協議会（仮称）」を立
ち上げ、活動の充実に向けた取り組みを
推進していきたいと考えております。
　第１回目の取り組みとして、平成２８年
１２月２１日に沖縄県社会福祉協議会よ
り「社会福祉法人に求められる役割～地
域における公益的な取り組みについて～」
と題して勉強会を行いました。

◎今年度の取り組み の メインテーマ

　平成27年に介護保険法が改正され、高齢者を含む地域の一人ひ
とりが自分らしく安心して地域で過ごしていくための仕組みづくり
を、地域の方や企業・団体、様々な人達で話し合い、地域づくりを
おこなう事業になります。

様々な地域の集まりに足を運んだ
り、勉強会や意見交換会の企画等
をおこなっています。興味のある方
は、ぜひ社協までお問い合わせを
お願いします♪

【宜野湾市の地域を知る＆事業の周知や理解】

事業担当より

ゆんたくサロン ミニデイ

交流カフェ

フォーラム

勉強会



③ ②

✿ 愛育園だより ✿
♥心温まるたくさんの寄贈ありがとうございます♥

＊保育ボランティア（第１・３金曜日）９:３０～１１:３０
　元気いっぱいの愛育園の子どもたちと遊んでくれる方お待ちしていまーす!(^^)!

宜野湾市における自治会への加入促進に
関する基本協定を結びました

『家計講座』開催のご報告 

＊愛パパ会（愛育園卒園生のお父様た
ちが月１回集まっている会です）よりた
くさんのお米の寄贈がありました。おか
げ様で愛育園の子ども達の大好きなお
米あそび（感触遊び）ができて大喜び！
今日も楽しく遊んでいまーす。

＊☆愛育園クリスマス会☆たくさんの愛がこも
ったクリスマスプレゼントをいただきました。上
江洌安昭様、伊佐　彩ファミリー様、マックスバ
リュー高原店（店長・仲宗根英人様）の皆様よ
り、たくさんのクリスマスケーキ・母子会(久留
蓉子会長)の皆様からプレゼント！子どもたちは
もちろん保護者の皆様たちにとってもサプライ
ズになり、とても喜んでいました。心より感謝を
申し上げます。

　宜野湾市では、地域における住民の安心・安全なまちづくり及び年々増加する自
治会未加入世帯への加入呼びかけを行っていくべく、宜野湾市、宜野湾市自治会長
会、宜野湾・中部地区宅地建物取引業者会、宜野湾市社会福祉協議会の4者にて
締結を結び、連携を図りながら活動推進していく事となりました。

ひろめ隊団体・企業認定式

まちでニッコリ（＊^ ＿^ ＊）
あいさつ・声かけ運動

≪普天間小学校PTA≫
　昨今では子ども達への指導として「見知らぬ人には
あいさつをしない」と言われていますが、普天間小学
校PTAでは、まちニコバッジを着用する事で「ひろめ
隊員」である事をPRし子ども達に安心感を与えなが
らあいさつ運動をしています。

≪沖縄ヤクルト株式会社≫
　市内に３か所の配送センター（宜野湾セン
ター、はにんす健康館、牧港センター）があ
り、ヤクルトと健康飲料を各家庭にお届けし
ながら「笑顔」もお届けできるよう頑張って
います。

　平成29年2月18日（土）宜野湾市男女共同参
画センター「ふくふく」にて、平成28年度より実
施されている「ひとり親生活支援事業」利用者
対象の「家計講座」を開催しました。講師には宜
野湾市出身のファイナンシャルプランナーで沖
縄県金融広報アドバイザーを務める名城芳枝氏
を迎え、日々の家計のやりくり・家計簿のつけ方
・将来に向けての貯蓄などについて勉強しまし
た。講座終了後は利用者同士の交流・意見交換
も行い親睦を深めました。

～★★★毎月２５日は、まちニコデイ★★★～
あいさつ運動の啓発の日となっています（＊^ ＿^ ＊）

≪ラクダムジカ≫
　宜野湾市野嵩３丁目にあります、音楽ス
タジオ「ラクダムジカ」では、普天間小学校
のあいさつ運動に積極的に参加していただ
いています。今後ともあいさつ運動へのご
協力をお願いします！

現在、１００以上の団体・企業
が認定され頑張っています
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⑤

●軽度生活援助事業

●保健飲料給付事業

◆サービスの対象外：窓拭き、部屋の隅々までの大掃除、食事の準備や調理、洗濯、入浴介助、畑を耕す、
　　　　　　　　　　花壇の手入れ、付き添い（車での移動・病院等） ☆利用料　１時間あたり１００円

●ミニデイサービス（生きがい対応型デイサービス事業）

●「ミニデイサービス」ボランティア募集

★健康チェックボランティア（看護師有資格者）

☆利用料　1回100円（食材費・教材費は別途徴収）
　　　　　　　　　　　　※食材費は1回あたり150円～400円

☆デイサービスの日時は自治会によって異なります。　

☆利用料　無料

●寝具類丸洗い仕上げ事業

☆利用料　無料

④

非常持ち出し袋を準備していますか？

【問い合わせ先】
宜野湾市災害時要援護者避難支援対策協議会
（宜野湾市社会福祉協議会内）☎８９２－６５２５

災害時要援護者登録のご案内災害時要援護者登録のご案内

薬、食料、飲料水、懐中電灯、ラジオ、貴重品、衣料品などを
入れた非常持ち出し袋を常備しておきましょう！
※食料品、飲料水を最低３日分は用意しましょう。

西海岸地区 地震・津波避難訓練西海岸地区 地震・津波避難訓練

子どもたち向けの福祉教育子どもたち向けの福祉教育 地域での防災学習地域での防災学習

対象　宜野湾市に住んでいる６５歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で
　　　日常生活の援助が必要な方（※介護保険認定外の方）
内容　外出時の援助（外出の付添い）、家の周りの手入れ（日常生活に支障をきたす部分の片付け

や草刈りなど）、軽微な修繕等（家屋等）、台風時等自然災害への防備、食事・食材の確保
（食材の買物）、家屋内の整理・整頓（本人が主に生活する居住スペース対象）、その他生
活支援に資する軽易な日常生活上の援助

対象　宜野湾市に住んでいる６５歳以上の方

場所 　市内の公民館（２３か所）で毎週１回（月４回）実施しています。

内容　デイサービスでは、６５歳以上の高齢者の方で、地域の方と交流する機会を
　　　増やし楽しく過ごすため、地域の公民館で週１回開催し、「介護予防」や「健康」について

の講座、「グランドゴルフ」等のレクレーション活動、「手芸」などの趣味活動など、生き
がいづくり活動を行います。お昼ご飯やおやつもあります！！

生きがい対応型デイサービス事業では、健康チェック（体温・血圧測定、健康相談）を行うボラン
ティアを募集しています。興味のある方は、宜野湾市社協☎892-6525までお問い合わせ下さい。

対象　宜野湾市に住んでいる６５歳以上の閉じこもりがちな一人暮らしの方等

内容　閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者のご自宅へ週１回保健飲料をお届けし心のふれあいの
機会を作るとともに見守り支援を行います。

対象　宜野湾市に住んでいる６５歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で寝具類の衛生管理が
困難な方

内容　６５歳以上の一人暮らしの方、又は高齢者世帯で心身の状態からお布団等寝具類の衛生管理
が難しい方に、年に１回、汚れた寝具類一式（敷き布団・掛け布団・毛布等の各１枚）の洗
濯、乾燥、消毒を行うサービスです。

☎問い合わせ：宜野湾市社会福祉協議会：
※各事業のサービスを受けるには 申請 が必要です。 892-6525

　宜野湾市では「災害時要援護者避難支援対策協議会」を設置し、地震・津波・
台風などの災害に備えて、日頃から役所や社協、自治会・民生委員をはじめとす
る地域の方々、関係機関などでスムーズな情報共有が図れるように体制づくりや
災害時要援護者登録の推進活動をおこなっています。
　災害に備え、要援護者登録をご希望の方は事務局へお問い合わせください。

社協が提供する「高齢者地域生活支援事業」の紹介
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⑦ ⑥

寄附者ご芳名  平成28年10月27日～平成29年1月27日

氏　　　名 金　額 住　　所 備　　　考番号

ぎのわん歌謡友の会　様

渡嘉敷　勇　様

上間　純二　様

福島工業(株)　様

花城　敏子　様

我如古　盛光　様

300,000円

100,000円

100,000円

41,200円

300,000円

20,000円

宜野湾市伊佐在

宜野湾市野嵩在

宜野湾市普天間在

宜野湾市大謝名在

宜野湾市真志喜在

宜野湾市愛知在

寄附金

故　眞榮田　安　様　香典返し

故 上間　道夫 様 香典返し

寄付金

故 花城　清英 様 香典返し

寄附金

1

2

3

4

5

6

ZZZZZZZZZZ

社会福祉協議会寄附

自動販売機を設置しませんか？

ふれあい相談所ふれあい相談所

　フードドライブとは・・・
　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。

　宜野湾市社会福祉協議会では、病気やけが、失業などで一時的に食糧を得るのが
困難な世帯に食糧を提供（支援）しています。今年度はこれまで（平成29年2月末現
在）市民の皆様から約６３件と普天間中学校・長田かりゆし会・宜野湾市婦人連合
会・大謝名区自治会・沖縄ラオス国口唇口蓋裂患者支援センター・リフォームサイエン
ス・生活福祉課の８団体からのフードドライブの食糧寄付がありました。ご協力ありが
とうございました。

　宜野湾市社会福祉協議会では、「地域福祉活動資金づくり応援事
業」として自動販売機の設置を個人・企業の皆様を対象に公募して
います。この自動販売機は、設置先様から飲料商品をご購入いただ
いたお客様の売上金より、その一部が宜野湾市社会福祉協議会へ寄
付される仕組みとなっております。
　ご寄付いただいた皆様のご好意は　子育て中の親子が集い情報
交換や交流を行う「子育てサロン事業」をはじめ、ひとり暮らし高齢
者等の見守り・声かけを行う「見守り活動助成事業」や、支援を必要
とされている方への支援事業など、様々な形での社会福祉活動に有
効に活用されます。
　個人・企業の皆様が所有する土地・施設内の一角に、自動販売機
を設置又は設置済を本事業に変更し、社会貢献を考えてみてはいか
がですか？詳しくは、宜野湾市社会福祉協議会までご連絡下さい。

問い合わせ先：宜野湾市社会福祉協議会 ☎098-892-6525（ふれあい相談員まで）

例えば・・・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

＊賞味期限が最低２か月間程度残っている常温で保存できる食糧等
※宜野湾市社会福祉協議会で随時受付中！

フードドライブへのご協力のお願い

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

平成２８年６月より

【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（おひとり年に１回） ※受付は当月１日の9時より

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。

ご家庭で余っている食糧を寄付してください！

★☆★地域福祉活動資金づくり応援事業★☆★

設置する
ことで

社会貢献！！

購入して
社会貢献！！

無料法律相談やってます

食糧でつながる地域の輪 フードドライブ（食糧寄付）

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。※月～金曜日　午前９時～午後４時

長田かりゆし会 普天間中学校
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　生活支援体制整備事業だより
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平成29年３月10日発行

「社会福祉法人運営協議会（仮称）」
立ち上げに向けた勉強会を開催しました！！

★第３次宜野湾市地域福祉活動計画
～地域の絆を強くする市民の支え合い～ を策定

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

　宜野湾市社会福祉協議会では、民間相互の協働による計画とし
て、第３次宜野湾市地域福祉活動計画（期間：平成２８年度～平成
３２年度）を策定しました。本計画では、３つの重点プロジェクトを
掲げ地域福祉活動を推進していきます。

１．「子どもたち一人ひとりが輝ける都市を目指して」
　　～今、私達に出来ること～
２．「生活困窮世帯への支援強化」
　　～自立した生活を目指して～
３．「社会福祉法人運営協議会（仮称）の充実に向けて」
　　～法人としての地域貢献活動～

　平成２９年４月の社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人は「地域における公益的
な取り組み」が求められました。宜野湾市では、市内の社会福祉法人が一丸となり、
「社会福祉法人運営協議会（仮称）」を立
ち上げ、活動の充実に向けた取り組みを
推進していきたいと考えております。
　第１回目の取り組みとして、平成２８年
１２月２１日に沖縄県社会福祉協議会よ
り「社会福祉法人に求められる役割～地
域における公益的な取り組みについて～」
と題して勉強会を行いました。

◎今年度の取り組み の メインテーマ

　平成27年に介護保険法が改正され、高齢者を含む地域の一人ひ
とりが自分らしく安心して地域で過ごしていくための仕組みづくり
を、地域の方や企業・団体、様々な人達で話し合い、地域づくりを
おこなう事業になります。

様々な地域の集まりに足を運んだ
り、勉強会や意見交換会の企画等
をおこなっています。興味のある方
は、ぜひ社協までお問い合わせを
お願いします♪

【宜野湾市の地域を知る＆事業の周知や理解】

事業担当より

ゆんたくサロン ミニデイ

交流カフェ

フォーラム

勉強会


