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嘉手納町社協だより 令和３年６月第75号

　嘉手納町老人クラブ連合会（嘉老連）が昨年度実施したヒップホップダン
ス講習会の集大成として動画撮影が行われました。おそろいの衣装やアク
セサリーで着飾って、笑顔でダンスを披露しました。
　撮影された動画は、YouTubeにて配信されていますので、YouTubeで「嘉
手納町老人クラブ連合会」と検索してご覧ください！

嘉老連会員がYouTubeでダンス公開

『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3年2月25日　
　嘉手納町字久得
　かでな振興株式会社 様
　1,000,000円

●令和3年2月27日
　那覇市識名
　極真会館空田道場
　空田仁則 様
 『全沖縄空手道選手権大会』チャリティー寄付
　50,000円

●令和3年4月27日
　嘉手納町屋良
　株式会社 世名城 様
　100,000円

●令和3年4月28日
　嘉手納町字水釡
　株式会社 福地組 様
　1,000,000円

一般寄付

●令和3年3月10日　嘉手納町字屋良
　（故）伊波千代子様ご家族 様
　（故）伊波千代子様の香典返しとして　50,000円

香典返しの寄付

【 R3.2.12 ～ R3.4.30 】

※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。

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。

こちらのQRコードより
視聴もできます ▼

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

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お気軽にご相談ください。

※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。
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嘉手納町社協だより 令和３年６月第75号嘉手納町社協だより 令和３年６月第75号

令和３年度　資金収支予算

会費収入 1,891千円
寄附金収入 3,000千円
経常経費補助金収入 54,837千円
受託金収入 57,824千円
事業収入 1,172千円

障害福祉サービス等事業収入 26,270千円
受取利息配当金収入 26千円
その他収入 8千円
前期末支払資金残高（前年度繰越） 11,666千円

人件費支出 92,208千円
事業費支出 19,325千円
事務費支出 27,060千円
助成金支出 7,846千円

その他の支出 2,000千円
固定資産取得支出 1,000千円
その他の活動による支出 2,317千円
予備費支出 4,938千円

◆収入　156,694千円

◆支出　156,694千円
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92,208千円

事業費支出
19,325千円
事業費支出
19,325千円

事務費支出
27,060千円
事務費支出
27,060千円

助成金支出　7,846千円助成金支出　7,846千円

その他の支出　2,000千円その他の支出　2,000千円

固定資産取得支出　1,000千円固定資産取得支出　1,000千円
その他の活動による支出　2,317千円その他の活動による支出　2,317千円

予備費支出　4,938千円予備費支出　4,938千円

受託金収入
57,824千円
受託金収入
57,824千円

会費収入　1,891千円会費収入　1,891千円

事業収入　1,172千円事業収入　1,172千円

寄附金収入　3,000千円寄附金収入　3,000千円

障害福祉サービス等事業収入
26,270千円

障害福祉サービス等事業収入
26,270千円

受取利息配当金収入　26千円受取利息配当金収入　26千円

その他の収入　8千円その他の収入　8千円

前期未支払資金残高　11,666千円前期未支払資金残高　11,666千円

　我が国では少子高齢化が進み、人口減少社会が本格化するなど、社会環境は大きく変
化しています。また、昨年は新型コロナウイルス感染症により社会が一変し、さまざまな活
動が制限される中、とりわけ深刻な影響を受けている高齢者や障害者、子どもや生活困窮
者等への支援の必要性や「支えあい」や「つながり」の重要性が改めて認識されました。
　こうした状況の中で、本会においては、これまで経験したことのない社会の変化に対応
するための包括的な相談支援体制を推進し、地域のつながりを絶やさないために地域住
民や関係機関と連携・協働し、活動を展開して行きたいと考えております。
　また、地域福祉活動を支える職員の育成や職場環境の整備にも引き続き取り組むこと
で継続的な雇用につなげたいと思います。

　私たち嘉手納町社会福祉協議会は、町民ひとり一人の自分らしい暮らしづくり、活躍で
きる場づくり、人とのつながり・支えあいづくりに取り組み、『ひとり一人のしあわせ広がる
嘉手納町』の実現を目指します。

令和３年度  事業計画

基  本  方  針

１．社会環境の変化に対応した地域福祉の推進
・コミュニティソーシャルワーク事業の推進
・有償の支えあい事業の推進

２．事業の整備・検討
・コロナ禍における事業の展開を考える
・従来からの事業の見直し整理を図る

３．人材育成の推進
・職員の資質の向上と継続できる職場環境の整備

重  点  項  目

嘉手納町社会福祉協議会  理念
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令和２年度

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい募金
実績報告実績報告

　令和２年度も町民の皆さまには、赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金にご協力いただき、誠に
ありがとうございました。
　お寄せいただいた募金は、嘉手納町内の地域福祉活動をはじめ、県内の民間福祉施設等への助成や
災害支援に活用されます。
　期間中、お力添えいただきました自治会、学校、企業、各団体の皆さまに厚くお礼申し上げます。

■募金目標　３，５７５，０００円　　■募金実績額　３，１９５，２１０円　　■達成率　89.4％
○募金内容：戸別募金、職域募金、法人募金、個人大口募金、学校募金、その他

募金別

金　額

件　数

戸別募金 職域募金 法人募金

3,107,867

3,226

32,276

20

58,324

2

380,377

54

709,000

51

398,890

41

1,529,000

3,058

個人大口募金 学校募金 その他 小計

募金別

金　額

件　数

3,195,210

3,226

８７，３４３

-

県共募受付分 合計

赤い羽根共同募金 〈募金期間〉 令和２年10月1日～令和３年3月31日

■募金目標　1,000,000 円　　■募金実績額　884,759 円　　■達成率　88.47％
○募金内容：戸別募金、職域募金
○支給総額：義援金・物品　1,491,884 円（不足分は過去の繰越金を活用）
○募金内訳（3,098 件・884,757 円）

募金別

金　額

件　数

戸別募金 職域募金 合計

884,757

3,098

272,957

39

611,800

3,059

歳末たすけあい募金 〈募金期間〉 令和2年12月1日～12月31日

歳
末
た
す
け
あ
い
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火災報知器の寄贈

嘉手納町社会福祉協議会 令和３年度社協会員募集

～ 7月・8月は社協会員強化月間です～

極真会館空田道場

極真会館空田道場（嘉手納道場）活動日
● 毎週木曜日　18：00-19：30  
　　　　　　　 嘉手納町総合福祉センター
● 毎週火曜日　18：00-19：30  
　　　　　　　 屋良地区体育館

　毎週木曜日、町総合福祉センターにて活動をしている「極
真会館空田道場」が、令和３年２月に嘉手納スポーツドー
ムにて『全沖縄空手道選手権大会』を開催しました。
　同大会にて嘉手納町内の金城琉斗さん（嘉手納幼稚園）
が幼稚園年長の部で優勝し、全日本大会への出場権を取得
しました。嘉手納町内から優勝者が出たのは初めてのこと
です。
　また、幼稚園年長初級の部で眞榮田叶道さん（現・嘉手
納小１年）が２位、小学２年中級の部で眞榮田叶夢さん（現・
嘉手納小３年）が３位に入賞しました。

福祉センター利用団体活動紹介

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。

募集中のボランティア

問い合わせ先　地域福祉係
TEL 956-1177（津波古）

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。

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）

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）

児童デイサービス事業「わくわくクラブあすなろ」では、スタッフ職員を募集しています。
　わくわくクラブあすなろでは、子ども達の成長と発達を「遊び」と「集団活動」を通して学ぶ機会を提供し
ています。支援員は、子ども達一人一人の特性を理解し活動をサポートします。※男性の方も大歓迎です。

〈資　格〉　保育士又は、保育園等で経験のある方。　※体力に自信がある方。
〈給　与〉　145,200円～229,500円　※社会保険・昇給・賞与あり
〈勤務時間〉　10：00～18：00、 学校が長期休みの場合：9：30～18：00
〈勤務日〉　月～金曜日（土日・祝日休み）
〈採用日〉　令和3年9月より

　ニライ消防職員協議会（真玉橋会長）より、本会へ住宅火
災警報器60個の寄贈がありました。
　高齢者が火災から逃げ遅れる被害の軽減と、また、ニライ
消防署管内の警報器設置を普及させたいとの思いから、職員
有志で集めた基金で購入し今回の寄贈となりました。
　警報器は、町内の高齢者等を対象として、民生委員や自治
会を通して配布されます。

　 社協会員とは
地域福祉活動の趣旨にご賛同いただける住民の皆
さまや法人（企業）の皆さまに会員としてご加入い
ただき、その会費を、社協が実施する地域福祉活動
の財源として活用させていただいています。

　 社協会費の使いみち
〈ふれあい訪問事業〉
一人暮らし高齢者等の自宅へボランティ
アが訪問し、安否確認や話し相手になるこ
とで生活を支援しています。

〈ボランティア活動の推進〉
小学生や中・高校生を対象に、福祉の体験
学習・ボランティア活動の場を提供してい
ます。ボランティア団体へ助成金を交付し、
団体の活動を支援しています。

会費の種類と金額
戸別会員

賛助会員

特別会員

1口

1口

1口

500円

1,000円

5,000円

嘉手納町の住民（世帯）

社協活動に賛同する個人

企業・団体・個人
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火災報知器の寄贈
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嘉手納町社協だより 令和３年６月第75号

　嘉手納町老人クラブ連合会（嘉老連）が昨年度実施したヒップホップダン
ス講習会の集大成として動画撮影が行われました。おそろいの衣装やアク
セサリーで着飾って、笑顔でダンスを披露しました。
　撮影された動画は、YouTubeにて配信されていますので、YouTubeで「嘉
手納町老人クラブ連合会」と検索してご覧ください！

嘉老連会員がYouTubeでダンス公開

『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3年2月25日　
　嘉手納町字久得
　かでな振興株式会社 様
　1,000,000円

●令和3年2月27日
　那覇市識名
　極真会館空田道場
　空田仁則 様
 『全沖縄空手道選手権大会』チャリティー寄付
　50,000円

●令和3年4月27日
　嘉手納町屋良
　株式会社 世名城 様
　100,000円

●令和3年4月28日
　嘉手納町字水釡
　株式会社 福地組 様
　1,000,000円

一般寄付

●令和3年3月10日　嘉手納町字屋良
　（故）伊波千代子様ご家族 様
　（故）伊波千代子様の香典返しとして　50,000円

香典返しの寄付

【 R3.2.12 ～ R3.4.30 】

※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。

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。

こちらのQRコードより
視聴もできます ▼

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

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お気軽にご相談ください。

※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。


