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　令和3年1月16日（土）、児童デイサービス事業「わくわくクラブあすなろ」では、「ピカソランド」の皆さん
との合同イベント『特大！スケスケお絵かき』を開催しました。
　“子ども達がのびのびと遊べる環境を作り、芸術活動を通して、子どもたちのパワーで地域を活性化させ
よう”との目的で活動を行うピカソランドの皆さんと共に、大きく透明なビニールシート越しにお互いの顔
をみながら、思い思いに絵を描く創作活動に取り組みました。
　フワフワした特殊な絵の具に、最初は戸惑う子どもたちもいたのですが、絵の具に慣れ始めると一気に
芸術を爆発させる子、自分の好きなキャラクターを描く子、色を混ぜて色彩を目で楽しむ子など、久しぶり
のイベントの楽しさ・喜びを体いっぱいに表現していました。

合同イベント『特大！スケスケお絵かき』を開催
～わくわくクラブあすなろ～

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

　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、ありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます

●令和2年12月25日
　嘉手納町屋良
　澤岻安一 様
　50,000円

一般寄付
●令和3年2月1日
　嘉手納町字屋良
　眞榮城昌子 様
 （故）夫 眞榮城玄徳様の
　香典返しとして
　100,000円

香典返しの寄付
●令和2年12月17日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　20,000円
　食糧支援事業への寄附

指定寄付

【 R2.12.11 ～ R3.2.12 】

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。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

◇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ください。

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ください
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1月社協サロン「新年演芸会」1月社協サロン「新年演芸会」1月社協サロン「新年演芸会」1月社協サロン「新年演芸会」

関係機関との第2回勉強会を実施（相談員が知っておくとよい法律の基礎知識）（相談員が知っておくとよい法律の基礎知識）

環境美化で明るいお正月を！！
～歳末たすけあい運動～ 協力：かでな振興㈱

　令和3年1月18日（月）、新年初の社協サロンは「新年演芸会」と題し
て開催しました。ボランティア・利用者も一緒に「かぎやで風」を踊っ
てスタートしました。
　その他にも、生け花、紙芝居、大正琴、空手演武など盛りだくさんの
出し物で楽しみ、最後には、参加者の皆さんに絵馬を書いてもらいま
した。
　書いてもらった絵馬は福祉センターの玄関に掲示していますので、
福祉センターへ来所した際にはぜひご覧ください。
　2月の社協サロンは、沖縄県緊急事態宣言の発令のため中止となり
ましたが、宣言解除後の3月にはまたサロンを開催することができれ
ばと思います。

　昨年12月に、歳末たすけあい運動の一環として、地域の高齢者世帯を対象とした環境美化整備活動を
実施しました。
　本事業は、自宅敷地内の環境美化をとおして新年を明るく迎えていただこうと企画したものです。作業
については事業に賛同したかでな振興㈱様が無償でご協力くださいました。
　2日間で6か所の高齢者宅の作業を行い、「自分ではできなかったので助かった」、「家の周りが明るく
なった。ありがとうございます」と感謝の言葉が聞かれました。
　作業にご協力いただいたかでな振興㈱様は、「地域貢献の一環として取り組んだ。地域の方に喜んでも
らえてよかった」と述べていました。
　かでな振興㈱様、ご協力ありがとうございました。

　令和3年2月4日（木）、町総合福祉センターにてそらう
み法律事務所の弁護士・社会福祉士　鈴木穂人氏を講
師に招いて成年後見制度をテーマとした勉強会を実施
しました。
　今回の研修は、社協、地域包括支援センター、教育委
員会の相談業務に係る専門職を対象とし、成年後見制
度の基本、実際の事例などを通して、わかりやすく説明
していただきました。本合同勉強会は、次年度も継続し
て実施予定です。

作業前 作業後

作業前 作業後
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　第63回沖縄県社会福祉大会（主催：沖縄県、県社会福祉協議会、県共同募金会）において本会推薦の2個人・
2団体へ、感謝状及び表彰状が贈られました。
　同大会は令和2年10月に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止により式典等が中止となっ
たため、本会を通して感謝状及び表彰状を伝達しました。
　社会福祉の増進に寄与された皆さまにあらためて感謝申し上げます。

　　　大会長感謝（多額寄付）　　村山盛淳　　株式会社 徳里産業　　株式会社 福地組
　　　永 年 勤 続 功 表 彰　　坂本一（嘉手納町社協）

（敬称略・順不同）
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第63回
沖縄県社会福祉大会にて表彰

第63回
沖縄県社会福祉大会にて表彰

　新型コロナウイルス感染症による影響で、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、生
活費等の必要な資金の貸付けを行う緊急小口資金等の生活福祉資金特例貸付制度があります。
　相談を希望される方は、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。（体調に
不安がある、来所が困難な場合は郵送での対応も行っています。）

【主に休業された方向け（緊急小口資金）】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、少額の費用の貸付を行います。

【主に失業された方等向け（総合支援資金）】
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行い
ます。

新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊
急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

20万円以内

無利子

無利子1年（12ヵ月）以内

1年（12ヵ月）以内2年（24ヵ月）以内

10年（120ヵ月）以内不要

嘉手納町社会福祉協議会 不要

嘉手納町社会福祉協議会

単身世帯　月15万円以内
複数世帯　月20万円以内
※原則として3月以内

貸付金額
貸付金額

貸付利子

貸付利子措置期間

措置期間償還期間

償還期間

対 象 者 対 象 者

保 証 人

保 証 人申 込 先

申込期限 令和３年３月末 申 込 先

１.身分証明書
  （運転免許証、健康保険証、パスポート、等）
２.住民票謄本
  （世帯全員、本籍地が掲載されているもの）
３.印鑑
４.借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード

一時的な資金の貸付けを行っています

※以下の方は貸付の対象外となります。
・生活保護を受給されている方　　・新型コロナウイルスの影響を受けていない方

 相談時に必要となる書類

　中央区の「なかゆくい広場」が、令和3年2月10日で109回目
となりました。
　なかゆくい広場は、生活に必要な買い物が身近な地域で安心
して行えるよう地域の取り組みとして実施しています。
　新型コロナウイルス感染症対策をしながら、コロナ禍でも継
続して実施していることをお伝えするためにチラシ配布を行い
ました。

　令和3年1月、東区見守り隊では新年のあいさつ（年賀チラシ）を携え
ての訪問を行いました。自治会長・民生委員を中心に活動し、3日に分
けて33件のお宅を訪問。久しぶりにお会いする方々とのお話を楽しみ
ました。
　第2弾を実施する際は、隊員の皆さんと一緒に活動出来ればと思い
ます。

なかゆくい広場（中央区コミュニティセンター前）
毎週水曜日午後 3時半～午後 4時

なかゆくい広場を
紹介します

 ～中央区自治会の取り組み～

東区見守り隊が
年賀チラシで訪問活動

～東区見守り隊～
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　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ください。お持ちくださるのが困難
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。

　総合福祉センターのエレベーター改修工事の
ため、1月中旬より約1ヵ月間エレベーター利用
を停止していましたが、2月上旬に工事が無事
に完了しました。工事期間中は、ご迷惑をおか
けしましたが、ご協力ありがとうございました。

　嘉手納町更生保護女性会より、除菌ウェットティッ
シュのご寄付をいただきました。
　いただきました物品は、社協事業に活用させてい
ただきます。ありがとうございました。

●  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

食糧支援フードバンク活動
わくわくクラブあすなろスタッフ募集!!

（放課後等デイサービス事業）

　放課後等デイサービスは、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。

　児童デイサービス事業「わくわくクラブあすなろ」では、スタッフ
職員（パート）を募集しています。未経験の方でも大歓迎です。 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ください。
TEL 098-956-1177（担当：世名城）

町総合福祉センター
エレベータ改修工事
町総合福祉センター
エレベータ改修工事

完了報告

ボランティア募集 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ください。

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ください。 問い合わせ先：地域福祉係　TEL 956-1177

～制服リサイクル事業～

　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。

【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。

不要になった制服はありませんか？ 

募集中のボランティア
●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
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　令和3年1月16日（土）、児童デイサービス事業「わくわくクラブあすなろ」では、「ピカソランド」の皆さん
との合同イベント『特大！スケスケお絵かき』を開催しました。
　“子ども達がのびのびと遊べる環境を作り、芸術活動を通して、子どもたちのパワーで地域を活性化させ
よう”との目的で活動を行うピカソランドの皆さんと共に、大きく透明なビニールシート越しにお互いの顔
をみながら、思い思いに絵を描く創作活動に取り組みました。
　フワフワした特殊な絵の具に、最初は戸惑う子どもたちもいたのですが、絵の具に慣れ始めると一気に
芸術を爆発させる子、自分の好きなキャラクターを描く子、色を混ぜて色彩を目で楽しむ子など、久しぶり
のイベントの楽しさ・喜びを体いっぱいに表現していました。

合同イベント『特大！スケスケお絵かき』を開催
～わくわくクラブあすなろ～

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

　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、ありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付、ありがとうございます

●令和2年12月25日
　嘉手納町屋良
　澤岻安一 様
　50,000円

一般寄付
●令和3年2月1日
　嘉手納町字屋良
　眞榮城昌子 様
 （故）夫 眞榮城玄徳様の
　香典返しとして
　100,000円

香典返しの寄付
●令和2年12月17日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　20,000円
　食糧支援事業への寄附

指定寄付

【 R2.12.11 ～ R3.2.12 】

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。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

◇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ください。

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ください


