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嘉手納町社協だより 令和４年１月第77号

　新型コロナウイルスの影響で、各区で行われているミニデイサービスが長く休止
となる中、利用者への見守りとつながりを確認することを目的に、各地区のボラン
ティアの協力を得て、令和3年11月2日（火）に焼き芋を持参しての訪問活動が行
われました。
　対象者へは事前にハガキで通知し、ハガキには近況を確認するアンケートを焼き
芋引換券として記載し、当日に本人と会えるよう工夫もしました。
　今回の事業は、本会と町民生委員児童委員協議会の共催で、焼き芋の準備は
野國いも生産部会の皆さんの協力を得て実施しました。

焼き芋を持参しての
見守り活動

『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8月31日
　嘉手納町字嘉手納
　上運天歯科矯正歯科 様
　200,000円

一般寄付

●令和3年10月1日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　朝ごはん応援隊事業への寄附として
　30,000円

●令和3年11月30日
　嘉手納町字水釡
　山香 様
　ひとり親、障がい者支援のための寄附として
　500,000円

指定寄付

●令和3年8月4日
　嘉手納町字水釡
　古謝徳淳 様
　故母 古謝ツル子様の香典返しとして
　100,000円

●令和3年8月5日
　嘉手納町字嘉手納
　神山吉朗 様
　故妻 神山正子様の香典返しとして
　100,000円

●令和3年9月1日
　嘉手納町字嘉手納
　池原キク 様
　故夫 池原幸雄様の香典返しとして
　200,000円

香典返しの寄付

【 R3.8.1 ～ R3.11.30 】

※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。

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。

●令和3年9月27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3年11月30日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様
　500,000円
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　令和3年12月3日（金）、生活支援体制整備研究会を開催しました。
　生活支援体制整備研究会は、元気な高齢者はもちろんのこと、支
援や介護が必要になっても自分らしく地域の中で暮らし続けられる
ように、社会参加ができる地域をつくることを目的に開催していま
す。地域の方々や事業所、企業と共に地域を考える場として生活支
援体制整備研究会を立ち上げ、6年目を迎えました。
　今回は「ちょこっとお助けゆいまーる事業（有償の支え合い活
動）」のプレ実施をしての成果と課題を共有し、課題解決へ向けての
アイディアをいただきました。これからも、1歩1歩着実に支え合いの
地域づくりへ向けて前進していきます。
　今後も、研究会の様子を社協だよりなどで報告していきたいと思
いますのでよろしくお願いします。

生活支援コーディネーター：髙橋・伊禮

　現在、少子高齢社会となり、一人暮らしの増加や核家族化、住民同士のつながりの希薄化などによ
り、ちょこっとしたお手伝いが必要な方々や孤独を感じる方が多くなりつつあります。
　そこで、地域の方々と話し合いを重ね、新しい支え合い活動「ちょこっとお助けゆいまーる事業」を立
ち上げました。この事業は、普段の暮らしの「ちょこっと困った」とそれぞれの得意なことやお手伝いで
きることをつなぐ、お互いさまの有償（有料）の支え合い活動です。
　今まで、プレ実施として窓掃除や部屋の模様替え、資源ゴミの処分（ごみ出し）などの依頼を受け、数
名のお助け会員さんに活動を行ってもらいました。おねがい会員さんから喜びと感謝の声をいただき、
支え合い活動の意義を再確認することができました。来年度から予定している本実施に向けて準備を
進めていきたいと思っています。

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心からお喜び申し上
げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言
も何度も延長される中、住民生活や社会活動が大きく制限されました。
　こうした状況は、高齢者等の閉じこもりや心身状態の低下に繋がる
ものと心配されており、その対応策として、住民同士が支えあい、つな
がり続ける取り組みが必要と考え、社協活動を展開してまいりました。
　また、こうした中においても、本会の会員募集や各種事業、共同募
金運動など変わらぬご協力をいただき感謝申し上げます。
　本年も、地域の“つながり"づくりのため職員が一体となって事業を
推進していく所存でありますので、町民の皆様のより一層のご支援ご
協力をお願い申し上げます。
　結びに、一日も早いコロナの収束を願うとともに、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、新年のあいさつとい
たします。
　　　令和４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

ちょこっとお助けゆいまーる事業（有償の支え
合い活動）

嘉手納町生活支援体制整備研究会

〈おねがい会員〉

〈コーディネーター〉

〈お助け会員〉

④お手伝い

⑤支払い
30分あたり300円30分あたり300円

②受付・調整

①相談・登録

③依頼・調整

⑥報告

この活動に参加してみたい方や詳しく知りたい方は
生活支援コーディネーター（伊禮・髙橋）までお気軽に！
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お手伝いの例
掃除・力仕事・草むしり・話し相手  など活動のイメージ図
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　令和3年11月、南区地域見守り隊では、3グループが3日間に分かれて訪問活動を実施しました。お
土産（茶菓子等）とメッセージカードを渡しながら、体調や外出の状況、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。
　久しぶりにお会いし、話に花が咲く中で、直接会って話をすることの大切さを改めて感じました。
　今後も、“区民みんなが見守りたい＆見守られたい”を目指して、訪問活動など出来ることから少しず
つ活動を続けていきたいと思います。

　中央区では、コロナ禍によりこれまであっ
たつどいの場がお休みとなる中でも、ゆんた
くの場（情報交換）だけは継続しようと、令和
3年5月より月に一回『気になる会』を行って
います。
　自治会長・民生委員児童委員・本会職員に
て、区内であった出来事や気がかりな方、ふれ
あい訪問に関することなどを直接お会いして
共有することで、あらためてつどいの場の大
切さや見守りささえあいの必要性を感じてい
ます。

南区地域見守り隊

中央区気になる会気になる会気になる会気になる会

　手話に触れることで、その楽しさや聴覚障
がい当事者の方のことも知ってもらおうと、
嘉手納高校生総合学科２学年16名の生徒さ
んへ手話講座を開催しました。
　全３回の講座では、「聴覚障がい当事者に
よる講話』、「手話による日常会話を学ぶ』、
『町内の聾

ろう

者の方・手話サークルの方々との
交流会』を行い、一生懸命に手話で伝えよう
とする姿や、楽しい交流の中で、コミュニケー
ションも弾んでいました。「難しかったが楽し
かった、興味が湧いた」、「手話以外の方法で
もコミュニケーションがとれることを知った」
など、生徒さんからの感想がありました。

　嘉手納町社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染した自宅療養者のみなさんの不安に寄り
添うために、自宅療養されている方を対象に支援物資セットをお届けします。（無料）
　ご希望の方は、下記までご連絡ください。

嘉手納町に住所を有する方で次のいずれかに該当する方
① 新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養をしている
② 同居家族等が新型コロナウイルス感染症の陽性者で、濃厚接触者として
自宅待機をしている

訪 問 活 動“障がい者から見える世界”と“使いたくなる手話”“障がい者から見える世界”と“使いたくなる手話”
（障害者地域生活支援事業・理解促進研修・啓発事業）

嘉手納町社会福祉協議会　コロナ対策支援事業

自宅療養中のみなさんへ支援物資をお届けします

実施期間 令和4年3月31日まで（　　　  ）実施期間を
延長しました。

対 象 者

水、カップ麺、
レトルト食品、マスク、
除菌シート　など

お届け方法
社協職員が、日時を連絡の上
自宅玄関前へお届けします。
対面はありません。

申
し
込
み
先

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会
電　話：098-956-1177
メール：shakyo@kadena-shakyo.com
※申し込みの際は氏名・住所・電話番号・ご家族の人数をお知らせください。
※個人情報およびプライバシーの保護に細心の注意をはらい対応いたします。

嘉手納町字水釡 447番地 1
（総合福祉センター 4階）
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訪 問 活 動“障がい者から見える世界”と“使いたくなる手話”“障がい者から見える世界”と“使いたくなる手話”
（障害者地域生活支援事業・理解促進研修・啓発事業）

嘉手納町社会福祉協議会　コロナ対策支援事業

自宅療養中のみなさんへ支援物資をお届けします

実施期間 令和4年3月31日まで（　　　  ）実施期間を
延長しました。

対 象 者

水、カップ麺、
レトルト食品、マスク、
除菌シート　など

お届け方法
社協職員が、日時を連絡の上
自宅玄関前へお届けします。
対面はありません。

申
し
込
み
先

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会
電　話：098-956-1177
メール：shakyo@kadena-shakyo.com
※申し込みの際は氏名・住所・電話番号・ご家族の人数をお知らせください。
※個人情報およびプライバシーの保護に細心の注意をはらい対応いたします。

嘉手納町字水釡 447番地 1
（総合福祉センター 4階）
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第64回沖縄県社会福祉大会にて、下記の個人・団体の皆様が表彰を受けられました。
多額の浄財の寄贈により社会福祉の増進に寄与された団体、地域福祉活動に永年携
わってこられた民生委員へあらためて感謝申し上げます。

県知事感謝
（多額寄附）
県知事感謝
（多額寄附）

大会長感謝
（多額寄附）
大会長感謝
（多額寄附）

九州社会福祉協議会連合会
会長表彰

（永年勤続功労者民生委員）

九州社会福祉協議会連合会
会長表彰

（永年勤続功労者民生委員）

株式会社タバタ 株式会社 福地組
かでな振興株式会社
株式会社 大興建設

知念サヨ子

（敬称略・順不同）

※同大会は令和3年10月に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、中止
となりました。

　嘉手納町字屋良にある高齢者宅のヤシの木の伐採
作業を㈱東江電気工事（代表取締役 東江清隆）様の
ご協力により行いました。
　ヤシの木は約50年前に植えられ、電柱の高さを超
えており、「台風等で倒木しないか心配」と家主からの
相談があり、本会から同社へ相談したところ快く引き
受けてくださり、今回の作業となりました。

ヤシの木の
伐採作業
ヤシの木の
伐採作業

第64回 沖縄県社会福祉大会で表彰
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“社協” とは社会福祉協議会の略称です。

2022年（令和４年）１月

第77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　嘉手納町字水釡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　https://www.kadena-shakyo.com/

嘉手納町社協だより 令和４年１月第77号

　新型コロナウイルスの影響で、各区で行われているミニデイサービスが長く休止
となる中、利用者への見守りとつながりを確認することを目的に、各地区のボラン
ティアの協力を得て、令和3年11月2日（火）に焼き芋を持参しての訪問活動が行
われました。
　対象者へは事前にハガキで通知し、ハガキには近況を確認するアンケートを焼き
芋引換券として記載し、当日に本人と会えるよう工夫もしました。
　今回の事業は、本会と町民生委員児童委員協議会の共催で、焼き芋の準備は
野國いも生産部会の皆さんの協力を得て実施しました。

焼き芋を持参しての
見守り活動

『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8月31日
　嘉手納町字嘉手納
　上運天歯科矯正歯科 様
　200,000円

一般寄付

●令和3年10月1日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様
　朝ごはん応援隊事業への寄附として
　30,000円

●令和3年11月30日
　嘉手納町字水釡
　山香 様
　ひとり親、障がい者支援のための寄附として
　500,000円

指定寄付

●令和3年8月4日
　嘉手納町字水釡
　古謝徳淳 様
　故母 古謝ツル子様の香典返しとして
　100,000円

●令和3年8月5日
　嘉手納町字嘉手納
　神山吉朗 様
　故妻 神山正子様の香典返しとして
　100,000円

●令和3年9月1日
　嘉手納町字嘉手納
　池原キク 様
　故夫 池原幸雄様の香典返しとして
　200,000円

香典返しの寄付

【 R3.8.1 ～ R3.11.30 】

※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。

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。

●令和3年9月27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3年11月30日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様
　500,000円


