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嘉手納町社協だより 令和２年10月第72号

　西区ささえ愛たいは、『隣近所で声をかけあえる西区を目指して　～向こう三軒両隣　笑顔で声かけ　
見守り合い～』を目的に立ち上がりました。普段の生活の中で、あいさつや声かけをしながら、お隣同士見
守り合える西区を目指しています。
　昨年7月から、自治会長・民生委員を中心に立ち上げに向けた話し合いを重ね、今年6月に名称・目的が
決定しました。コロナ禍の状況もありますが、「出来ることから少しずつ活動しよう」と頑張っています。

西区ささえ愛たい（見守り隊）立ち上がりました！

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『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。

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2年6月22日
　嘉手納町字嘉手納
　株式会社 徳里産業 様　500,000円
●令和2年7月1日
　嘉手納町字水釜
　株式会社 福地組 様　1,000,000円

一般寄付

●令和2年6月4日
　嘉手納町字水釜
　金城 勝代 様　30,000円
　（故）義母 金城ミツ様の香典返しとして

香典返しの寄付

●令和2年6月5日
　嘉手納町字屋良
　比嘉 秀勝 様　20,000円
　食料支援事業への寄附
●令和2年6月29日
　嘉手納町字水釜
　山香 山内昌憲 様　100,000円
　障害者関係事業への寄附

指定寄付

【 R2.6.1 ～ R2.8.31 】

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　事前に電話にてお申し込み下さい

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。
法律に関わる諸問題について、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。

※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。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

ボランティア募集
●社協サロン
●訪問ボランティア
●ミニデイサービス
●手話サークルノビルの会
●手話サークルかでな
●嘉手納町緑化サークル嘉利庭
●リーディングサービスあいあい

現在、下記のボランティアを募集
しています。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

上記に限らず、
お気軽に問い合わせ下さい。

問い合わせ先　地域福祉係
TEL 956-1177（金城）

嘉手納町
老人クラブ連合会よりお知らせ

レクサークル
活動再開のお知らせ

10月5月（月）～  毎週月曜日
10時～11時30分
嘉手納町総合福祉センター 4階
大集会室
マスク着用
飲み物は各自持参にてお願いします。

日 時

場 所

その他
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C 中央共同募金会

　赤い羽根共同募金は、民間の社会福祉事業を支援するための募
金として、今年も10月1日から全国一斉に展開されます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、沖縄県内の民間社会福祉施
設等をはじめ、嘉手納町社会福祉協議会へも配分され、嘉手納町
の地域福祉に役立てられます。
　今年も皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金

10月1日～12月31日運動期間

3,575,000 円令和2年度

いもっ子  SUMM
ER SCHOOL

冊子発行および配布について

　毎年夏休み期間中に、中学生・高校生が福祉について体験

的に学ぶ、「いもっ子 SUMMERSCHOOL」を開催しています。

　本年度は、新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止と

なってしまいました。そこでこの機会に、昭和60年からスタート

した「いもっ子 SUMMERSCHOOL」のあゆみを簡易版ではご

ざいますが、中学生・高校生向けに1冊の冊子にまとめました。

　学生向けに配布する冊子ですが、一般の方でも、この冊子

が欲しいという方がいらっしゃいましたら、嘉手納町社会福祉

協議会窓口にて配布いたします。配布は在庫がなくなり次第終

了となりますのでご了承ください。

　新型コロナウイルスの影響で普段の見守
り活動が難しい中、東区見守り隊では “往
復はがきによる見守り・安否確認” を行っ
ています。
　この取り組みは話しあいから実現したも
ので、見守りの対象となっている一人暮ら
しの高齢者を対象に、体調や食欲・外出や
家族友人と会う頻度の 4 項目について近況
をお聞きしています。

　また、直接会えなくても見守っていると知ってもらうことで、孤独感の軽減や見守
り隊との絶えないつながりになればと思っています。新型コロナウイルスの収束がみ
えない日々ですが、いま何が出来るかを考えながら活動を続けています。

会えなくてもつながれる  ～東区見守り隊～

ご覧ください

赤い羽根
データベース「はねっと」

写真未着

赤い羽根共同募
金の活動がご覧
になれます。

赤い羽根共同募金の使いみちが、
地域別で見ることができます。

●法人の寄付金は全額が
損金となります。
●個人の寄付金は所得税
の控除と住民税の税額
控除が認められます。

赤い羽根共同募金
ホームページ

共同募金には税制上の
優遇措置があります

－ 赤い羽根共同募金 －

◆ 町内での募金方法

募金の配分事業

沖縄県内にて配分（A配分）

・戸別募金（世帯）　　・法人募金（法人・企業）
・個人大口募金（商店・個人）　　・職域募金
・その他募金（募金箱・イベント等）

（県共同募金会の配分委員
会により配分先や金額が決
定されます）
●県内の福祉施設に配分
●県内の福祉団体に配分
●災害準備金　等

●福祉教育推進事業
●福祉広報・啓発事業
●ボランティア活動事業
●福祉団体活動支援事業
●高齢者・障害福祉事業　等

12月1日～12月31日運動期間

－歳末たすけあい募金－

目 標 額

http://www.akaihane.or.jp

https://hanett.akaihane.or.jp/

集まった募金で、嘉手納町内をはじめとする県内の
団体など地域福祉活動を応援します！

集まった募金で、嘉手納町内をはじめとする県内の
団体など地域福祉活動を応援します！

ご協力をお願いします
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「嘉手納ジャンベ」のお知らせ
（障害者地域生活支援事業・文化芸術活動振興事業）

　アフリカの太鼓 ・心身の発達に
関するワークを開催します。広いス
ペースで、のびのびリフレッシュの
機会に♪大人の方からご家族連れ
まで、気軽に楽しんでもらえる内容
となっていますので、ご参加お待ち
しています☆

対　象 嘉手納町在住で障がいをお持ちの方・ご家族
毎月土曜 （時間はすべて10:00～12：00）

gajaco masato（諸留華英・将人）

嘉手納町スポーツドーム　嘉手納町兼久体育館
※日程により場所が異なりますので、下記にてご確認ください↓

開催日
場　所

講　師

9月19日
兼久体育館

10月3日
ドーム

10月31日
ドーム

11月28日
ドーム

12月5日
兼久体育館

1月16日
ドーム

2月6日
兼久体育館

3月20日
ドーム

※ 予防対策に配慮し開催します！
　今後もコロナの影響により、日程
変更の可能性もあります。
・送迎が必要な方には、担当までご相
談ください。

コロナの予防対策のため、赤字箇所は会場を変更いたしました！

障害をお持ちの方やご家族向けに
LINEWORKS で受付・相談を始めました!!
（障害担当・比嘉用QRコード）
※LINE WORKSは
　職場専用のLINEとなります。

※担当からの返信・対応は、業務時間帯（月～金  8:30～17:15）となります。
お問合せ  地域福祉係（比嘉） 098-956-1177

お問合せ  地域福祉係（比嘉） 098-956-1177

地域のみなさまへ

　より気軽により身近に社協を活用してもらえたらと思い、『LINE WORKS』
を始める事となりました。上記のQRコードを読み取り登録すると、担当・比嘉
へLINEを送ることができます。登録は無料です♪

対　　象
利用内容

嘉手納町にお住いの視覚に障がいをお持ちの方
毎月「町広報かでな」やボランティアが選んだ話題をカセッ
トテープやCDに音訳録音し、郵送でお届けします

ご家族や周りの方で、視覚に障がいをお持ちの方がいましたら、ぜひ本
事業をご活用いただきたいと思います。ご希望の方は、下記までご連絡
ください。

・障害について教えてほしい　・地域に気になる障害をお持ちの方がいる　など
障害に関する質問などがありましたら、LINEWORKS、またはお電話にてご連絡ください。

直接だと相談しずらいことや
知りたい情報などが、

気軽に聞くことができます！

　嘉手納町には心に病を持つ当事者の家族が、病気に関する知識や対応の仕方について学び、お互いの悩みを
語り合い、共に支え合う交流の場として「嘉手納町精神療養者家族会」があります。
　気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】 ◎地域活動支援センター 「てぃんがーら」　TEL （098）956-1183◎嘉手納町役場　福祉課　TEL （098）956-1111

嘉手納町  精神療養者家族会

～「声の広報」利用者募集のお知らせ～
（障害者地域生活支援事業　点字・声の広報等発行）

利用は無料です！
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気軽に聞くことができます！
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【問い合わせ先】 ◎地域活動支援センター 「てぃんがーら」　TEL （098）956-1183◎嘉手納町役場　福祉課　TEL （098）956-1111

嘉手納町  精神療養者家族会

～「声の広報」利用者募集のお知らせ～
（障害者地域生活支援事業　点字・声の広報等発行）

利用は無料です！
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地域活動支援センター　てぃんがーら嘉手納町老人クラブ連合会よりのお知らせ

地域活動支援センター てぃんがーら って？ どんなところ？
生活の困りを専門家や仲間に
相談できる場所がほしい。

同じ悩みを持っている
仲間と出会いたい。

不規則な生活を改善して、
生活のペース作りをしたい。

家でじっとしているのは不安 (._.)。
何でも相談できる場所で、
日中活動のできる場所がほしい。

地域での生活に
少しずつ慣れたい。

福祉サービスを
利用したいけど
お金が掛かるかが心配。

　そんな悩みを抱えている方の日中活動の場が「地域活動支援センターてぃんがーら」です。同じ悩み
をもった仲間がつどい、それぞれの目標にむけて、それぞれのペースで活動しています。
　過ごし方は様々です。少し疲れたら横になることもできます。好きな時間に来て、帰ることもできます。
　一人一人が安心し、自分らしい生活が出来るように応援します。簡単な申請の後に判定会議を行わせ
ていただき、決定がでたら晴れて利用することができます。
　午後には、カラオケ・太鼓・大正琴練習・他にもレクリエーション等の色んなプログラムを組んでいます。
メンバーと一緒に思いっきり遊んで楽しみましょう。

活動内容
☆調理実習（週1回）
☆おやつ作り（月1回）
☆図書館利用（週1回）
☆野外活動（月1回）
☆和太鼓・大正琴練習（月2回）
☆習字（毛筆・硬筆）（月2回）
☆ゆんたく会

利用対象者 利用したいと思ったらまずはお電話でご連絡か、
直接来所ください。

〒904-0204
沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜447-1（総合福祉センター内）

（098）956-1183TEL・FAX
携　帯 0 9 0 - 7 15 5 - 3 3 5 7

嘉手納町にお住まいの障がいを
お持ちの方

利用時間
月曜日～金曜日（土・日・祝休）
午前8:30～午後4:00

女子会・男子会・カラオケ・軽体操
施設見学・勉強会 など

利用するためにはどうすればいいの？
①電話でご連絡ください
見学に来ていただき、簡単なお話の後、スタッフが
施設の案内・説明をいたします。

②「利用してみたい！」って思ったら
面接でお話を聞いて、体験をしていただきます。その
後、てぃんがーら利用を継続していきたいと希望され
る方は、役場に申請します。申請の手続きはスタッフ
がお手伝いしますので何も心配いりません。
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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）10月

第72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）

TEL (098)956-1177　FAX  (098)957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com   HPアドレス　http://www.kadena-shakyo.com/

嘉手納町社協だより 令和２年10月第72号

　西区ささえ愛たいは、『隣近所で声をかけあえる西区を目指して　～向こう三軒両隣　笑顔で声かけ　
見守り合い～』を目的に立ち上がりました。普段の生活の中で、あいさつや声かけをしながら、お隣同士見
守り合える西区を目指しています。
　昨年7月から、自治会長・民生委員を中心に立ち上げに向けた話し合いを重ね、今年6月に名称・目的が
決定しました。コロナ禍の状況もありますが、「出来ることから少しずつ活動しよう」と頑張っています。

西区ささえ愛たい（見守り隊）立ち上がりました！

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.com　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『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。

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2年6月22日
　嘉手納町字嘉手納
　株式会社 徳里産業 様　500,000円
●令和2年7月1日
　嘉手納町字水釜
　株式会社 福地組 様　1,000,000円

一般寄付

●令和2年6月4日
　嘉手納町字水釜
　金城 勝代 様　30,000円
　（故）義母 金城ミツ様の香典返しとして

香典返しの寄付

●令和2年6月5日
　嘉手納町字屋良
　比嘉 秀勝 様　20,000円
　食料支援事業への寄附
●令和2年6月29日
　嘉手納町字水釜
　山香 山内昌憲 様　100,000円
　障害者関係事業への寄附

指定寄付

【 R2.6.1 ～ R2.8.31 】

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　事前に電話にてお申し込み下さい

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。
法律に関わる諸問題について、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。

※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。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

ボランティア募集
●社協サロン
●訪問ボランティア
●ミニデイサービス
●手話サークルノビルの会
●手話サークルかでな
●嘉手納町緑化サークル嘉利庭
●リーディングサービスあいあい

現在、下記のボランティアを募集
しています。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

上記に限らず、
お気軽に問い合わせ下さい。

問い合わせ先　地域福祉係
TEL 956-1177（金城）

嘉手納町
老人クラブ連合会よりお知らせ

レクサークル
活動再開のお知らせ

10月5月（月）～  毎週月曜日
10時～11時30分
嘉手納町総合福祉センター 4階
大集会室
マスク着用
飲み物は各自持参にてお願いします。

日 時

場 所

その他


