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嘉手納町社協だより 令和３年１月第73号

　ちょこっとお助けゆいまーる事業の「お助け会員」養成講座を、１０月から１１月の期間で４回開催し、「コ
ミュニケーション講座」、「お掃除講座」、「認知症サポーター養成講座」を受講していただきました。受講者
の中には、今後「有償の支え合い活動」の担い手として活動してくださる方もいらっしゃいます。
　嘉手納町内に新たな支え合いの輪が広がって行くのが楽しみです。

ちょこっとお助けゆいまーる事業（有償の支え合い活動）

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　https://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9月28日
　嘉手納町字嘉手納
　一般社団法人 嘉手納町軍用地等地主会 様
　300,000円
●令和2年10月14日
　嘉手納町字嘉手納
　知念 正雄 様　100,000円
　トーカチ祝い記念として
●令和2年11月26日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様　500,000円

一般寄付

●令和2年11月17日
　嘉手納町字嘉手納
　名城 道一 様　200,000円
　故父 名城道喜様の香典返しとして
●令和2年12月8日
　嘉手納町字嘉手納
　知花 千代 様　100,000円
　故夫 知花包喜様の香典返しとして

香典返しの寄付

【 R2.9.1 ～ R2.12.10 】

日　　時　1/8、1/22、2/12、
  2/26、3/12、3/26
  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
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）

※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、ボランティアをしたい方、
依頼したい方は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）

不要になった制服はありませんか？ 
～ 制服リサイクル事業 ～

【制服が必要な方へ】

　町内の小・中・高校の通学者で制服を必要としてい
る方からの問い合わせもお待ちしています。ただし、
その時の在庫での対応となり、予約はできませんので
ご了承ください。
　受け取りの際は、氏名・住所・連絡先の記載をお願い
しています。

　町内の小・中・高校の不要になった制服を寄付していただ
き、それを必要している方々へ無償で提供する事業を行ってい
ます。
　ご自宅に不要になった制服があれば、ぜひご提供ください。
ご協力のほどよろしくお願いします。
※汚れや傷みが少なく使用に耐えられる物
をお願いいたします。
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　あけまして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
ご支援ご協力を賜り誠におめでとうございます。
　昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大により世界中が

混乱した一年でした。本会においても、2月の社会福祉大会をはじめ比謝川鯉
のぼりフェスタや各区で実施されているミニディサービスなど多くの事業やイ
ベントが中止となるなど、町民の皆様への福祉サービスはコロナ対策を取りな
がらの対応となりました。
　また、コロナによる仕事の休業等による収入の減少で生活福祉資金の特例
貸付申請の受付の対応が年明けの現在も行われており、コロナの鎮静化が見
えない状況の中で、多くの方が不安を抱えての年明けとなったことでしよう。
　こうした中で、自粛生活や地域における諸活動の機会が減る中で、改めてつ
ながりの大切さを感じております。
　本年においては、こうした状況も踏まえて、コロナの感染拡大に配慮しつ
つ、地域との“つながり"を継続するため従来の事業を工夫し、また、新たな取
り組みも検討しながら取り組んでいく所存であります。
　今後とも町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたしますとともに、本年が
皆様にとって良き年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

令和３年１月　　　　

新年のごあいさつ

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会

会 長　上 地 安 重

　令和2年11月、「西区ささえ愛たい」では、活動の周知を目的としたチラシ配布訪
問活動を実施しました。チラシ配布をしながら、高齢者の方を中心に、体調や外
出、家族・友人と会っているかといった近況の聞き取りも行いました。
　コロナ禍ではありますが、皆さん元気に過ごされていらっしゃるとともに、友人
との電話、近所の方とお茶会をしているという話を伺いました。今回の活動で、
コロナ禍の中でも継続している地域の“つながり”を知ることが出来ました。
　今後も、「出来ることから活動しよう」を合言葉に、活動を続けていきたいと
思います。

　令和２年11月27日（金）、児童デイサービス事業「わくわくクラブあすなろ」
の活動の一つとして、ペットボトルロケット飛ばしを兼久海浜公園広場で行いま
した。
 「どのくらい飛ぶの？」「本当に飛ぶの？」など、自分で作ったロケットが本当に
飛ぶのかと疑問に思う子もいましたが、ロケットは空高く飛びあがり、そのたび
に子どもたちの歓声に包まれました。うまく飛ばないロケットもありましたが、
それよりも「ペットボトルがこんなにも飛ぶ」という発見に、ほとんどの子が驚
いていたことが印象的でした。
　新型コロナウイルスの感染が落ち着いた時には、町内の学童、児童デイサー
ビス、交流のある事業所を巻き込んで、各事業所で制作したロケットを持ち寄り
「ペットボトルロケット大会」という名目でイベントも考えています。
　今後も楽しいことに実際
に触れる、体験できるような
事業所として子ども達にワク
ワクを届けていきたいと思い
ます。

チラシ配布訪問活動
西区ささえ愛たい（見守り隊）

わくわくクラブあすなろの活動
ペットボトルロケット飛ばし
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　令和2年11月20日（金）、町教育委員会主催でおこなわれた「職域親善ターゲットバードゴルフ大
会」に、障がい事業所の「地域活動支援センターてぃーんがーら」、「Ｐサポートひかり」の利用者の
方々と参加しました。
　今回の参加を皆さん楽しみにしていたようで、会場の嘉手納野球場の広々した雰囲気や、多くの参
加者で賑やかな雰囲気にも嬉しそうな様子でした。
　競技中もナイスプレイが続出するなど、真剣かつのびのびとプレイしており、普段とは違った皆さ
んの一面が見ることができた素敵な機会となりました。
　今回の企画は初の試みでしたが、教育委員会からの提案や配慮※のお陰で、利用者皆さんのペース
でとても有意義な時間を過ごすことができました。

　地域の高齢者を対象として、花の苗をプレゼントし、コロナ禍においてに毎日の水やりを通して育てる楽
しみや生きがいづくりに繋げて貰おうと、「元気アップ事業」を実施しました。
　花の苗はプランターに植えられ、民生委員と社協職員が訪問し届けました。

ターゲットバードゴルフ大会に参加♪

花を育てて生きがいづくり

この事業は、赤い羽根共同募金の配分金を活用して実施しました。この事業は、赤い羽根共同募金の配分金を活用して実施しました。

※合理的配慮…１人ひとりの特徴や場面に応じて発生する困難さを取り除くための、その人に合った配慮をすること。
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南区老人クラブから町内保育所へプレゼントペアレント  トレーニング講座
障害者地域生活支援事業　理解促進研修・啓発事業

【お問合せ】地域福祉係（比嘉）　098-956-1177

生活福祉資金特例貸付の受付期間の再々延長について
　嘉手納町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資
金）の相談・申請の受付をしています。受付期間は、令和3年3月末日まで延長となりました。
　貸付の相談は、皆様の安全面を考慮したうえで、予約制をとらせていただいております。申請等を希望され
る方は、お手数ですが事前に電話にて予約をして来所をお願いいたします。（郵送での対応も行っています。）
　また、この特例貸付における問い合わせを受け付ける「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセ
ンター」を厚生労働省が開設していますので、特例貸付にかかる基本的な問合せ等については、下記コールセ
ンターをご利用ください。

　嘉手納町では、平成27年よりペアレントトレーニング講座を開催して
います（以下：ペアトレ）。ペアトレとは、子どもへの適した関わり方を学
ぶことで、親子のより良い関係づくりを目指していくプログラムです。
　子育てに困り感がある保護者を対象に開催しており、同じ悩みを持っ
た参加者と、全８回を通して実践的なホームワーク取り入れ、進めていき
ます。参加者からは、「ほめる機会は増えた」、「気持ちがすごく楽に
なった、自分自身が一番変わった（中には涙する方も）」など、好評いた
だいています。　
　毎年、8～9月に募集を行いますので、ご興味ある方はぜひお問い合わ
せください。

　コロナ禍で負担が大きくなった保育従事者の支援と、なかなか交流できない
子どもたちへ「今、私たちができること」として、南区老人クラブが手づくりの
クリスマスプレゼント（タオルワンちゃん）を作りました。
　会員のみなさんが作った110匹のタオルワンちゃんは、町第三保育所の皆さ
んへプレゼントさせていただきました。

　新型コロナウイルス感染症予防のための手作り
マスクや支援物品の寄贈がありました。いただい
た物品は、本会の支援活動に活用させていただき
ます。ご支援ありがとうございました。

■手作りマスクの寄贈 50枚　（嘉手納町水釡在住【匿名】）
■手作りマスクの寄贈 30枚　（読谷村在住【匿名・嘉手納町出身】）
■乳飲料 76箱・914本　（沖縄ヤクルト株式会社）

支援物品寄贈  受領の報告

放課後等デイサービス
スタッフ募集!!

　総合福祉センターのエレベーター改修工事のため、右記の
期間は福祉センターのエレベーターを使用することができま
せん。利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力のほどよろしくお願いします。

令和3年1月12日（火）～2月3日（水）
エレベーター停止期間

町総合福祉センターエレベータ改修工事お知らせ

　放課後デイサービスは、小学生から高校生までの障がいや発達に特性をもったお子さんが利用できる福
祉サービスです。

　わくわくクラブあすなろでは、ティーチャーズトレーニングを
取り入れた、支援を行っています。
　これから保育園や幼稚園をめざす方にも役立つと思います。
　初めての方でも、歓迎です。

元気な子どもたちと
遊びを通して
学ぶ場をつくります。

● 勤務地：わくわくクラブあすなろ（嘉手納町社会福祉協議会）
● 時　間：平日13:00～18:00　学校の長期休暇の場合 9:30～18:00
● 休　日：土・日、祝祭日

ご応募
お問い合わせ

電話後、履歴書（写貼）をご持参ください。 まずは気軽にお電話下さい。
TEL 098-956-1177（担当：世名城）

特例貸付相談予約
（福）嘉手納町社会福祉協議会

TEL 098-956-1177　受付時問 8:30～17:15（月～金）

特例貸付の問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL 0120-46-1999　受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）
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南区老人クラブから町内保育所へプレゼントペアレント  トレーニング講座
障害者地域生活支援事業　理解促進研修・啓発事業

【お問合せ】地域福祉係（比嘉）　098-956-1177

生活福祉資金特例貸付の受付期間の再々延長について
　嘉手納町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資
金）の相談・申請の受付をしています。受付期間は、令和3年3月末日まで延長となりました。
　貸付の相談は、皆様の安全面を考慮したうえで、予約制をとらせていただいております。申請等を希望され
る方は、お手数ですが事前に電話にて予約をして来所をお願いいたします。（郵送での対応も行っています。）
　また、この特例貸付における問い合わせを受け付ける「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセ
ンター」を厚生労働省が開設していますので、特例貸付にかかる基本的な問合せ等については、下記コールセ
ンターをご利用ください。

　嘉手納町では、平成27年よりペアレントトレーニング講座を開催して
います（以下：ペアトレ）。ペアトレとは、子どもへの適した関わり方を学
ぶことで、親子のより良い関係づくりを目指していくプログラムです。
　子育てに困り感がある保護者を対象に開催しており、同じ悩みを持っ
た参加者と、全８回を通して実践的なホームワーク取り入れ、進めていき
ます。参加者からは、「ほめる機会は増えた」、「気持ちがすごく楽に
なった、自分自身が一番変わった（中には涙する方も）」など、好評いた
だいています。　
　毎年、8～9月に募集を行いますので、ご興味ある方はぜひお問い合わ
せください。

　コロナ禍で負担が大きくなった保育従事者の支援と、なかなか交流できない
子どもたちへ「今、私たちができること」として、南区老人クラブが手づくりの
クリスマスプレゼント（タオルワンちゃん）を作りました。
　会員のみなさんが作った110匹のタオルワンちゃんは、町第三保育所の皆さ
んへプレゼントさせていただきました。

　新型コロナウイルス感染症予防のための手作り
マスクや支援物品の寄贈がありました。いただい
た物品は、本会の支援活動に活用させていただき
ます。ご支援ありがとうございました。

■手作りマスクの寄贈 50枚　（嘉手納町水釡在住【匿名】）
■手作りマスクの寄贈 30枚　（読谷村在住【匿名・嘉手納町出身】）
■乳飲料 76箱・914本　（沖縄ヤクルト株式会社）

支援物品寄贈  受領の報告

放課後等デイサービス
スタッフ募集!!

　総合福祉センターのエレベーター改修工事のため、右記の
期間は福祉センターのエレベーターを使用することができま
せん。利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力のほどよろしくお願いします。

令和3年1月12日（火）～2月3日（水）
エレベーター停止期間

町総合福祉センターエレベータ改修工事お知らせ

　放課後デイサービスは、小学生から高校生までの障がいや発達に特性をもったお子さんが利用できる福
祉サービスです。

　わくわくクラブあすなろでは、ティーチャーズトレーニングを
取り入れた、支援を行っています。
　これから保育園や幼稚園をめざす方にも役立つと思います。
　初めての方でも、歓迎です。

元気な子どもたちと
遊びを通して
学ぶ場をつくります。

● 勤務地：わくわくクラブあすなろ（嘉手納町社会福祉協議会）
● 時　間：平日13:00～18:00　学校の長期休暇の場合 9:30～18:00
● 休　日：土・日、祝祭日

ご応募
お問い合わせ

電話後、履歴書（写貼）をご持参ください。 まずは気軽にお電話下さい。
TEL 098-956-1177（担当：世名城）

特例貸付相談予約
（福）嘉手納町社会福祉協議会

TEL 098-956-1177　受付時問 8:30～17:15（月～金）

特例貸付の問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL 0120-46-1999　受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）
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　ちょこっとお助けゆいまーる事業の「お助け会員」養成講座を、１０月から１１月の期間で４回開催し、「コ
ミュニケーション講座」、「お掃除講座」、「認知症サポーター養成講座」を受講していただきました。受講者
の中には、今後「有償の支え合い活動」の担い手として活動してくださる方もいらっしゃいます。
　嘉手納町内に新たな支え合いの輪が広がって行くのが楽しみです。

ちょこっとお助けゆいまーる事業（有償の支え合い活動）

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　https://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9月28日
　嘉手納町字嘉手納
　一般社団法人 嘉手納町軍用地等地主会 様
　300,000円
●令和2年10月14日
　嘉手納町字嘉手納
　知念 正雄 様　100,000円
　トーカチ祝い記念として
●令和2年11月26日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様　500,000円

一般寄付

●令和2年11月17日
　嘉手納町字嘉手納
　名城 道一 様　200,000円
　故父 名城道喜様の香典返しとして
●令和2年12月8日
　嘉手納町字嘉手納
　知花 千代 様　100,000円
　故夫 知花包喜様の香典返しとして

香典返しの寄付

【 R2.9.1 ～ R2.12.10 】

日　　時　1/8、1/22、2/12、
  2/26、3/12、3/26
  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
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）

※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、ボランティアをしたい方、
依頼したい方は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）

不要になった制服はありませんか？ 
～ 制服リサイクル事業 ～

【制服が必要な方へ】

　町内の小・中・高校の通学者で制服を必要としてい
る方からの問い合わせもお待ちしています。ただし、
その時の在庫での対応となり、予約はできませんので
ご了承ください。
　受け取りの際は、氏名・住所・連絡先の記載をお願い
しています。

　町内の小・中・高校の不要になった制服を寄付していただ
き、それを必要している方々へ無償で提供する事業を行ってい
ます。
　ご自宅に不要になった制服があれば、ぜひご提供ください。
ご協力のほどよろしくお願いします。
※汚れや傷みが少なく使用に耐えられる物
をお願いいたします。


