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日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　　午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　　心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にて申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

　

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和元年9月17日
　一般社団法人嘉手納町軍用地等地主会 様
　300,000円
　
●令和元年9月30日
　嘉手納町字水釜　比嘉宗安 様
　500,000円

●令和元年10月1日
　嘉手納町字嘉手納　知念正雄 様
　トーカチ祝いを記念して
　100,000円
　
●令和元年10月29日
　嘉手納町字嘉手納　福地初子 様
　100,000円
　　　　　　　　　　　　　　　匿名２件

一般寄付

【 R1.9.1 ～ R1.11.30 】

※広報掲載に了承いただけた方のみを掲載しています

　いつもは出会えない、ヒト・モノ・コトと出会える日「ごちゃまぜフェスタ× mammyｓ̀マーケット」が、
令和元年 12月7日（土）にネーブルカデナにて開催されました。
　今年で4回目となる本イベントは、障害者週間（12月3日～ 12月9日）に併せ開催されており、
子どもから高齢者まで、いろいろな人たちがごちゃまぜにコラボし、楽しみながら触れ合うイベントと
なっています。イベントを通し、「みんなちがって みんないい」を感じてもらい、ともに生きる嘉手納
町の実現を目指します。
　今回も多くの団体が参加し賑わいをみせた他、「ごちゃまぜクイズラリー」などのブースでは、クイ
ズを通して楽しみながら福祉にふれることができました。

ごちゃまぜフェスタ

食糧支援フードバンク活動食糧支援フードバンク活動
　ご家庭で余っている食品を皆さんに分けていただき、食べ物に困っている人に提供する活動を行っています。
　ご家庭でおすそ分けできるものがありましたら、福祉センターまでお持ち下さい。お持ち下さるのが困難な
場合は、ご連絡いただけたら受け取りに伺います。皆さまのご協力をお願いいたします。

●  穀類（お米、麺類等）
●  缶詰、瓶詰、レトルト食品
●  調味料各種
●  飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
●  ギフトパック（お歳暮等）

ご寄付いただきたい食品

1. 賞味期限が１ヶ月以上あるもの
2. 未開封のもの
3. 常温で保存が可能なもの
4. 破損で中身が出ていないもの
5. アルコール類は受け取れません

ご注意いただきたい点

●令和元年9月7日
　嘉手納町字嘉手納　知念健一 様
　故 知念純様の香典返し 100,000円

香典返しの寄付



●●●●●●●●●●●
　レクリエーションを通して、楽しみながらカラダを動かそう！をテーマに、障がい児・者とそのご
家族を対象としたイベントの第３回目が令和元年11月24日（日）に行われ、総勢11組のご家族にご
参加をいただきました。初の嘉手納スポーツドームでの開催となり、開放感いっぱいのドームでの
びのびとレクを楽しみました。参加者からは「親子で気軽に参加でき、どの子も楽しそうに参加でき
ていて良かった。ドーム良かったです！」との感想をいただきました。第4回も年明けに開催します
ので、ぜひお気軽に遊びに来てください♪
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　新年おめでとうございます。町民の皆さまにおかれましては、嘉手
納町社会福祉協議会の事業に対し、多大なるご支援ご協力を賜わり誠
にありがとうございます。
　さて、国は「我が事・丸ごと」をキャッチフレーズに、地域共生社
会の実現を目指しております。少子高齢化が進み、社会全体の機能や
世帯構造が変化しており、住民の抱える生活福祉課題も、生活困窮、
社会的孤立、子どもの貧困などの問題が混在し、福祉関係者だけでは
解決が困難となってきたことなどがその背景にあります。
　こうした状況にあって嘉手納町社会福祉協議会では、地域において
民間の福祉活動の中核となり、地域の支え合いのしくみづくりに向け
て地域住民の皆様、行政や、関係機関・団体の皆様と協働して地域福
祉を担っていく調整力・行動力がこれまで以上に求められていると感
じています。
　住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目標に、誰もが嘉
手納町に住んでよかったと思っていただけるような地域福祉を役職員
一丸となって取り組んでいく所存でございますので、町民の皆様の一
層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりますが、この一年が皆様にとって良い年になりますよう
心よりお祈りいたしまして、新年のご挨拶と致します。

令和２年１月

社会福祉法人嘉手納町社会福祉協議会
会長　上 地 安 重

「楽しくカラダを動かそう！レク」開催しました！
（障害者地域生活支援事業・レクリエーション事業）

問合せ先：地域福祉係（比嘉）　TEL ９５６－１１７７

問合せ先：地域福祉係（比嘉）　TEL　９５６－１１７７

障がい児・者のご家族の交流の場「ゆんたく会」のご紹介
（障害者地域生活支援事業・自発的活動支援事業）

　嘉手納町に住む障がい児・者のご家族を対象に、お互いの悩みを共有し、情報交換のできる交流・
活動の場として「ゆんたく会」を定期的に開催しています。
　令和元年11月28日（木）には、うるま市にある『plants喫茶グリーンママ』にてランチ会を行いまし
た。オーナーの平良祥子さんは、重度の知的障害を持つお子さんをお持ちで、「障がいをもつ子への
理解を広げ、親が気軽に集える場所を作りたい」と、繋がりの場づくりなどの取組みを行っている方で
もあります。その平良さんからお話を聞きながら、ご家族
の皆さんとゆんたくをし、有意義な時間を過ごすことがで
きました。
　ゆんたく会では、交流しやすい雰囲気を大切に、楽しみ
ながら参加できる内容となっています。初めての方・お一
人の方でも安心して参加いただけるようサポートいたしま
す。ぜひお気軽にお問合せください。
※詳しい内容は、毎月発行の「ゆんたくだより」に掲載！嘉
　手納町社協HPにてご覧いただけます☆

新年のごあいさつ
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嘉手納町社協だより 令和２年１月第69号嘉手納町社協だより令和２年１月 第69号

　令和元年10月9日（水）に開催された同大会にて、下記の個人・団体の皆様が表彰され
ました。
　受章された、地域福祉活動に永年携わってこられた民生・児童委員の皆様、多額の浄財
の寄贈により、社会福祉の増進に寄与された7団体の皆様に改めて感謝申し上げます。

　10月23日（水）開催の第33回定例会を行いまし
た。嘉手納町福祉課の皆さんに仕事内容をご説明い
ただき、質疑応答をしながら福祉課と見守り隊、お互
いに何が出来るかを考えました。隊員からは、「福祉課
と見守り隊の顔の見えるつながりは大事。困っている
人がいた時に、いつでも誰でも役場へ相談しやすい雰
囲気が出来たら、嘉手納町はもっと住みやすい町にな
ると思います。」という話がありました。
　南区地域見守り隊は、今年で活動6年目を迎えてい
ます。新しい隊員も増えている中での今回の定例会
は、今後より一層充実した活動を行うためのきっかけ
になりました。

町福祉課の皆さんと顔の見える関係になろう！
～南区地域見守り隊～

義援金名称：令和元年台風19号災害義援金
　令和元年10月の台風19号により被災された方々を支援するために、義援金を募集して
います。集まった義援金は沖縄県共同募金会を通して、中央共同募金会へ送金されます。
受付期間：令和２年３月31日（火）まで
受付場所：町総合福祉センター４階 社協窓口

義援金名称：令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
　令和元年８月27日からの豪雨により佐賀県で被災された方々を支援するために、義援
金を募集しています。集まった義援金は沖縄県共同募金会を通して、佐賀県共同募金会へ
送金されます。
受付期間：令和２年２月28日（日）まで
受付場所：町総合福祉センター４階 社協窓口

チラシ配布訪問活動を行いました
～北区見守り隊～

地域の
見守り隊
活動紹介

地域の
見守り隊
活動紹介

県知事表彰（民生・児童委員功労）

新垣　光子（中央区）
仲宗根靜子（中央区）

大会長表彰（民生・児童委員永年勤続功労）

知念サヨ子（西浜区）

株式会社 福地組、一般社団法人 嘉手納町軍用地等地主会、有限会社 竹下土建
株式会社 大興建設、有限会社 稲一、株式会社 比謝川電気、株式会社 タバタ

大会長感謝（多額寄付）

（敬称略・順不同）

嘉手納町共同募金委員会よりのお知らせ

災害義援金を受け付けています
　11月 2 日（土）、北区見守り隊によるチラシ配布訪問活動が行われました。今回は「北区
見守り隊の活動周知」を目的に、24 名の隊員が4グループに分かれての訪問活動でした。
　活動後の振り返りでは、「隊員みんなで活動することが出来てよかった」「普段の活動では
行けないところにも訪問することが出来た」という声が隊員からありました。今回の活動で、
個人宅や集合住宅に加え、北区内の店舗にも活動を周知することが出来ました。
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　活動後の振り返りでは、「隊員みんなで活動することが出来てよかった」「普段の活動では
行けないところにも訪問することが出来た」という声が隊員からありました。今回の活動で、
個人宅や集合住宅に加え、北区内の店舗にも活動を周知することが出来ました。
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　令和元年10月５日（土）・6日（日）に開催された「第 39 回野國總管まつり」に、嘉手納町地域
活動支援センターてぃんがーらの利用者が「てぃんがーら太鼓」の演奏で出演しました。
　また、７月からスタートした町老人クラブ連合会の「シニアヒップホップクルー」も、10月5日（土）
のステージに出演、ファイナルを迎えました。ダンススタジオ「KPAS」さんとのコラボレーションで、
県内外からも大注目を浴び大成功裏に終わることができました。

　11月１日（金）「泡盛の日」、沖縄工業高等専門学校生物資源工学科教
授の玉城康智氏を講師にお迎えして泡盛講座を開きました。泡盛のルー
ツや醸造方法などを座学で学び、講座後半には香りだけでお酒の銘柄を
当てるという難問題に全員真剣な眼差しで挑戦しました。

　他にも、大好評だったシニアヒップホッ
プ、あの感動を皆で分かち合おうという
ことで、ダンススタジオKPAS（ケーパス）
の石岡大河先生をお迎えし、１日限定ヒッ
プホップ講習会を行いました。講習会に
は嘉手納高校総合学科福祉系列の生徒
さんにもご参加いただき、会員の皆さん
と一緒に汗を流し楽しみました。

　10月19日（土）、会員の皆さんの交流やリフレッシュを目的にピクニックを催しました。名護に
ある「ネオパークオキナワ」やファーマーズマーケット「はい菜！やんばる市場」などを見て回りまし
た。普段乗る機会が少ない観光バスでの北部観光に会員の皆さんは楽しそうでした。

　町民が一堂に会し、多年にわたり社会福祉の発
展に功績のあった方々を表彰し称えるとともに、
嘉手納町における地域福祉のさらなる進展を共に
考える場として大会を開催します。どなたでも参
加できますので、皆様お誘い合わせの上ご参加く
ださい。

　令和元年11月15日（金）、嘉手納町中央公民館にて「第22回生きがいデイサービス交流会」を開催
しました。本交流会は、日頃各区で実施しているミニデイサービスの利用者、ボランティアの皆さんが
一堂に集い交流を深めることを目的に開催しています。
　90歳以上高齢者へ記念品が贈呈されたほか、屋良幼稚園児の踊りや各区の余興などが披露され、
参加者の皆さんはとてもよろこんでいました。

◆日　時：令和２年２月21日（金）
　　　　　午後２時から午後５時
◆場　所：嘉手納町中央公民館大ホール
◆内　容：①大会式典・社会福祉功労者表彰
　　　　　②記念講演
◆参加費：無料

第８回 嘉手納町社会福祉大会のお知らせ

嘉手納町障がい福祉協会ピクニック

老人クラブ事業紹介 野國總管まつり出演

ミ ニ デ イ 交 流 会

福祉団体
活動紹介
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“社協”とは社会福祉協議会の略称です。

2020年（令和２年）１月

第69号
嘉手納町社会福祉協議会

発行　社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会
〒904-0204　嘉手納町字水釜447番地1（嘉手納町総合福祉センター内）
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嘉手納町社協だより 令和２年１月第69号

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　　午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　　心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にて申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

　

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和元年9月17日
　一般社団法人嘉手納町軍用地等地主会 様
　300,000円
　
●令和元年9月30日
　嘉手納町字水釜　比嘉宗安 様
　500,000円

●令和元年10月1日
　嘉手納町字嘉手納　知念正雄 様
　トーカチ祝いを記念して
　100,000円
　
●令和元年10月29日
　嘉手納町字嘉手納　福地初子 様
　100,000円
　　　　　　　　　　　　　　　匿名２件

一般寄付

【 R1.9.1 ～ R1.11.30 】

※広報掲載に了承いただけた方のみを掲載しています

　いつもは出会えない、ヒト・モノ・コトと出会える日「ごちゃまぜフェスタ× mammyｓ̀マーケット」が、
令和元年 12月7日（土）にネーブルカデナにて開催されました。
　今年で4回目となる本イベントは、障害者週間（12月3日～ 12月9日）に併せ開催されており、
子どもから高齢者まで、いろいろな人たちがごちゃまぜにコラボし、楽しみながら触れ合うイベントと
なっています。イベントを通し、「みんなちがって みんないい」を感じてもらい、ともに生きる嘉手納
町の実現を目指します。
　今回も多くの団体が参加し賑わいをみせた他、「ごちゃまぜクイズラリー」などのブースでは、クイ
ズを通して楽しみながら福祉にふれることができました。

ごちゃまぜフェスタ

食糧支援フードバンク活動食糧支援フードバンク活動
　ご家庭で余っている食品を皆さんに分けていただき、食べ物に困っている人に提供する活動を行っています。
　ご家庭でおすそ分けできるものがありましたら、福祉センターまでお持ち下さい。お持ち下さるのが困難な
場合は、ご連絡いただけたら受け取りに伺います。皆さまのご協力をお願いいたします。

●  穀類（お米、麺類等）
●  缶詰、瓶詰、レトルト食品
●  調味料各種
●  飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
●  ギフトパック（お歳暮等）

ご寄付いただきたい食品

1. 賞味期限が１ヶ月以上あるもの
2. 未開封のもの
3. 常温で保存が可能なもの
4. 破損で中身が出ていないもの
5. アルコール類は受け取れません

ご注意いただきたい点

●令和元年9月7日
　嘉手納町字嘉手納　知念健一 様
　故 知念純様の香典返し 100,000円

香典返しの寄付


