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　子ども達が少しでも元気に学校に行けるように、令和４年４月より北区コミュニティセンターで「あ
さかふぇ」をスタートしています。
　飲み物を飲んで笑顔で登校していく子ども達や、ゆったりと過ごされる大人の方々の姿にスタッフ
も元気をもらえます。
　まだまだ成長中の「あさかふぇ」、今後は子ども達の親御さんや地域の皆さんがこの場でつながり、
ゆんたくなどを楽しんでもらえるよう、プチイベントなども企画していきたいと思います。

● 時 間：毎週月曜日 ７時～９時（祝日休み）
 ● 場 所：北区コミュニティセンター

『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。

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。

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
一般寄付

●令和4年5月6日
　読谷村字古堅
上江洲園枝 様
　(故)夫 上江洲清様の香典返しと
　して 100,000円

香典返しの寄付

【R4.3.1～R4.6.15】

令和４年度　心配ごと相談所（無料弁護士相談）事業

※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。

　相続や離婚問題など法律に関わる諸問題について、弁護士による法律相談（専門相談）を実施しています。
　電話にて予約をいただき、相談内容を確認のうえでの受け付けとなりますので、今後ともよろしくお願
いいたします。

相談日時 毎月第２・第４金曜日　午後２時より午後４時15分
相談時間 １回４５分　①14時～14時45分　②14時45分～15時30分　③15時30分～16時15分

●令和4年3月18日
　嘉手納町字嘉手納
神山吉朗 様　50,000円

●令和4年4月23日
五連会 様　50,000円

●令和4年5月30日
　嘉手納町字嘉手納
株式会社 比謝川電気 様
　1,000,000円

●令和4年6月1日
　嘉手納町字水釜
株式会社 福地組 様
　1,000,000円

●令和4年6月15日
　嘉手納町字嘉手納
株式会社 徳里産業 様
　1,000,000円

　子育て中だからこその楽しいことや大変なことなど、日ごろ感じている想いをゆんたく
できる場を企画中です。お子さんもご一緒に参加できるよう子ども向けのワークショップ
も同時開催！
　お申込みお待ちしています。   ※詳細は７月上旬頃、本会WEB ページへ掲載します。

北区で「あさかふぇ」スタート

子育てみらいゆんたくカフェ＆こどもわくわくワークショップを開催します！

◆ 日 時 ： 7/31（日）10:30～12:00
◆ 場 所 ： 嘉手納町総合福祉センター

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、
　変更になる場合があります。

嘉手納町社協だより 令和４年７月第79号“社協” とは社会福祉協議会の略称です。

2022（令和４）年７月

第79号
嘉手納町社会福祉協議会



Ⅰ．法人運営部門

1．会務の運営並びに連絡調整
理事会 4回、評議員会３回、評議員選任・解任
委員会１回

２．役職員研修
⑴ 各種研修会への派遣
⑵ 中部地区社会福祉協議会連絡協議会への協
力、各種部会への参加

⑶ 中部地区老人クラブ担当者研究会への参加
⑷ 人材育成事業（全体研修、個別面談等）

３．会員制度の強化と自主財源の確保
⑴ 社協会費実績 1,798,500 円
⑵ 寄付金実績 5,592,229 円

４．総合福祉センターの運営管理
利用回数 757 回、利用者数 11,551 名

５．相談援助実習生の受入れ
実習生：専門学校生 3名

Ⅱ．地域福祉活動推進部門

1．福祉でまちづくり機能
⑴ 各種社会福祉関係諸団体支援事業
⑵ 心配ごと相談所の運営
 開設日 21日、相談件数 47 件
⑶ 広報啓発活動
 社協だよりの発行 年 4回
ホームページ、Facebook ページ、LINE 公
式アカウントの運営

 しあわせ広がるフォトコンテスト事業
 2022しあわせ広がるフォトカレンダー事業
⑷ 赤い羽根共同募金運動
 実績額 2,965,189 円
⑸ 歳末たすけあい募金運動
 実績額 839,211 円

⑹ 福祉バスの運行
 利用回数 53 回、利用者 1,032 名
⑺ コミュニティソーシャルワーク(ＣＳＷ) 事業
 ① 個別相談支援件数 1,149 件
 ② 小地域福祉活動推進事業 4 区
 ③ かでな安心キット事業
 ④ 地域見守り協力活動
 ⑤ 朝ごはん応援隊 35 回
 ⑥ 各種会議等への参加
⑻ 地域生活支援事業（町受託事業）
 ① 障害者週間パネル展
 ② ペアレントトレーニング講座 全 8回
③ “聴覚障がい者から見える世界”と“使い
たくなる手話”体験教室

　令和３年度は、前年度に続き新型コロナウイルス感染症拡大のため、本会においても事業の延期や中止が
相次ぎ、実施した事業においては感染症対策を取りながらの取り組みとなりました。
　さまざまな事業・活動が中止となり、十分な事業が取り組めなかった点もありましたが、令和４年度にお
いては、自治会や民生委員など関係機関と連携し、情報共有をしながら、柔軟な対応に
努めていきたいと考えております。
　今後も、一層地域や関係機関と連携を強化し、必要なさまざまな取り組みを行っていき
たいと考えております。
　以下、令和3年度における事業を報告します。

令和3年度 事 業 報 告

Ⅳ．在宅福祉サービス部門

1．高齢者等食の自立支援事業（配食サービス・町受託事業）
延べ配食数 7,425食

２．地域介護予防活動支援事業（ミニデイサービス・町受託事業）
延べ利用者 67名

３．介護用品（車椅子）貸与事業
貸与件数 40件

４．放課後等デイサービス事業所の運営
延べ利用 1,483名

５．児童発達支援事業所の運営
（わくわくクラブあすなろ）
延べ利用 79名

Ⅲ．福祉サービス利用支援部門

1．地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
支援員 2名、利用者 3名

2．生活福祉資金貸付事業
相談件数 527件、貸付件数 497件
※特例貸付を含む

 ④ ゆんたく会の開催
⑤ アフリカの太鼓『ジャンベ』 

 ⑥ 声の広報等発行事業
⑼ 生活支援体制整備事業（町受託事業）
 ① 生活支援体制整備研究会の開催
② ちょこっとお助けゆいまーる事業（有償
の支え合い活動）への取り組み

 ③ つどい・交流の場×移動販売のサポート
⑽ 食料支援事業
 支援回数 56 回、寄付受付 31件 
⑾ 新型コロナの対策支援事業
① 生活困窮者等支援事業（町補助事業：
応援セット配付事業）233件

② 支援物資セットお届け事業（自宅療養者
支援） 96 件

2．福祉活動推進事業
⑴ 児童・青少年福祉事業
① こどもの日フォトコンテスト
② 制服リサイクル事業 寄贈 38 件、提供
69件

③ ヒップホップダンス・英会話無料レッス
ン事業

④ クリアファイル配布事業

⑤ お弁当配布事業
⑵ 老人福祉事業
① ふれあい訪問事業 2,073 回
② 社協いきいきサロン
③ ホクホク・にこにこ訪問事業

⑶ 母子・父子福祉事業
① ひとり親世帯等への食料品配布事業

3．社会福祉施設（福祉サービス事業者）支援協働機能
⑴ 地域活動支援センターてぃんがーらの運営
（受託事業） 延べ利用 1,675 名

4．ボランティアセンター（ボランティア活動支援）
⑴ 福祉教育の推進
① 福祉教育協力校助成事業
② 福祉教育推進助成事業

⑵ 小学校への体験学習・研修への支援
⑶ ボランティア支援事業
① ボランティア広報誌の発行
② ボランティア保険への加入促進

⑷ ボランティア活動拠点整備
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収入

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払消費税等

固定負債
退職給付引当金

基本金
第1号基本金

その他の積立金
財政調整積立金
福祉基金積立金

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

17,127,849
4,802,852
12,295,202

19,855
9,940

131,013,832
1,100,000
1,100,000

129,913,832
66,548

1,503,460
476,607
51,480

4,769,360
26,622,570
46,356,267

67,540
50,000,000
148,141,681

11,811,948
3,281,982
53,855

3,080,916
514,164
524,128
3,906,103
450,800

39,291,428
39,291,428
51,103,376

1,100,000
1,100,000

96,356,267
46,356,267
50,000,000
△417,962

△11,493,069
97,038,305
148,141,681

負債の部

純資産の部
負債の部合計

純資産の部　　　　　　　　  合計
負債及び純資産の部　　　　  合計

資産の部

資産の部合計

全　額全　額
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金

固定資産
　基本財産
　　定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金
財政調整積立資産
長期預け金
福祉基金積立資産

収入 202,054,473円 支出 192,832,469円
会費収入 1,798,500円
寄附金収入 5,592,229円
経常経費補助金収入 53,976,875円
受託金収入 51,769,934円
事業収入 438,272円
障害福祉サービス等事業収入 16,122,250円
受取利息配当金収入 17,745円
その他の収入 400,475円
積立資産取崩収入 54,240,319円
前年度繰越金 17,697,874円

人件費支出 87,177,942円
事業費支出 18,743,669円
事務費支出 25,795,000円
助成金支出 1,147,500円
その他の支出 2,404,359円
固定資産取得支出 994,130円
積立資産支出 54,609,919円
その他の活動による支出 1,959,950円

経常経費補助金収入
53,976,875円
経常経費補助金収入
53,976,875円

受託金収入
51,769,934円
受託金収入
51,769,934円

事業収入 438,272円事業収入 438,272円障害福祉サービス等事業収入
16,122,250円
障害福祉サービス等事業収入
16,122,250円

受取利息配当金収入
17,745円
受取利息配当金収入
17,745円

その他の収入 
400,475円
その他の収入 
400,475円

積立資産取崩収入 
54,240,319円
積立資産取崩収入 
54,240,319円

前年度繰越金 
17,697,874円
前年度繰越金 
17,697,874円

会費収入 1,798,500円会費収入 1,798,500円

寄附金収入 5,592,229円寄附金収入 5,592,229円

支出 人件費支出
87,177,942円
人件費支出
87,177,942円

事務費支出
25,795,000円
事務費支出
25,795,000円

積立資産支出
54,609,919円
積立資産支出
54,609,919円

事業費支出 18,743,669円事業費支出 18,743,669円

助成金支出 
1,147,500円
助成金支出 
1,147,500円

その他の支出 
2,404,359円
その他の支出 
2,404,359円

固定資産取得支出 
994,130円
固定資産取得支出 
994,130円

その他の活動による支出 
1,959,950円
その他の活動による支出 
1,959,950円

　２年余に及ぶ新型コロナの感染拡大は、経済・雇用情勢、医療現場の混乱など、住民の生
活に大きな影響を及ぼしています。その影響は、収入減や失業による経済的な困窮をはじ
め、外出自粛等で人と人とのつながりが薄れ、社会的孤立などの課題が増加しております。
また、地域福祉活動の自粛などにより、住民による支えあい活動の停滞も心配されるところ
であります。
　こうした状況において、本会においては、コロナ禍において休止した地域福祉活動の事業
の再開に向けての取り組み、また、自治会や関係機関とのネットワークを活かしつつ、地域福
祉を推進する中核機関としての役割を発揮し、地域課題に取り組んでいきます。
　また、3年目となる「第２次嘉手納町地域福祉推進計画」の進捗状況を把握し、目標達成
に向けた取り組みを実施します。
　さらに、地域福祉活動を支える職員の育成
や環境整備にも引き続き取り組み、職員の資
質の向上と継続的な雇用に繋げたいと思い
ます。

基  本  方  針

１．社会環境の変化に対応した地域福祉の推進
・コロナ禍における地域福祉活動の推進
・有償の支えあい事業の推進

２．第２次地域福祉推進計画の進捗管理
３．社会福祉法人の地域貢献事業への取り組み

重  点  項  目

　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。

嘉手納町社会福祉協議会  理念

令和3年度 貸 借 対 照 表（令和４年３月31日現在）

令和3年度 決 算 額（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

令和4年度 事 業 計 画

嘉手納町社協だより 令和４年７月第79号嘉手納町社協だより令和４年７月 第79号
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収入

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払消費税等

固定負債
退職給付引当金

基本金
第1号基本金

その他の積立金
財政調整積立金
福祉基金積立金

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

17,127,849
4,802,852
12,295,202

19,855
9,940

131,013,832
1,100,000
1,100,000

129,913,832
66,548

1,503,460
476,607
51,480

4,769,360
26,622,570
46,356,267

67,540
50,000,000
148,141,681

11,811,948
3,281,982
53,855

3,080,916
514,164
524,128
3,906,103
450,800

39,291,428
39,291,428
51,103,376

1,100,000
1,100,000

96,356,267
46,356,267
50,000,000
△417,962

△11,493,069
97,038,305
148,141,681

負債の部

純資産の部
負債の部合計

純資産の部　　　　　　　　  合計
負債及び純資産の部　　　　  合計

資産の部

資産の部合計

全　額全　額
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金

固定資産
　基本財産
　　定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職共済預け金
財政調整積立資産
長期預け金
福祉基金積立資産

収入 202,054,473円 支出 192,832,469円
会費収入 1,798,500円
寄附金収入 5,592,229円
経常経費補助金収入 53,976,875円
受託金収入 51,769,934円
事業収入 438,272円
障害福祉サービス等事業収入 16,122,250円
受取利息配当金収入 17,745円
その他の収入 400,475円
積立資産取崩収入 54,240,319円
前年度繰越金 17,697,874円

人件費支出 87,177,942円
事業費支出 18,743,669円
事務費支出 25,795,000円
助成金支出 1,147,500円
その他の支出 2,404,359円
固定資産取得支出 994,130円
積立資産支出 54,609,919円
その他の活動による支出 1,959,950円

経常経費補助金収入
53,976,875円
経常経費補助金収入
53,976,875円

受託金収入
51,769,934円
受託金収入
51,769,934円

事業収入 438,272円事業収入 438,272円障害福祉サービス等事業収入
16,122,250円
障害福祉サービス等事業収入
16,122,250円

受取利息配当金収入
17,745円
受取利息配当金収入
17,745円

その他の収入 
400,475円
その他の収入 
400,475円

積立資産取崩収入 
54,240,319円
積立資産取崩収入 
54,240,319円

前年度繰越金 
17,697,874円
前年度繰越金 
17,697,874円

会費収入 1,798,500円会費収入 1,798,500円

寄附金収入 5,592,229円寄附金収入 5,592,229円

支出 人件費支出
87,177,942円
人件費支出
87,177,942円

事務費支出
25,795,000円
事務費支出
25,795,000円

積立資産支出
54,609,919円
積立資産支出
54,609,919円

事業費支出 18,743,669円事業費支出 18,743,669円

助成金支出 
1,147,500円
助成金支出 
1,147,500円

その他の支出 
2,404,359円
その他の支出 
2,404,359円

固定資産取得支出 
994,130円
固定資産取得支出 
994,130円

その他の活動による支出 
1,959,950円
その他の活動による支出 
1,959,950円

　２年余に及ぶ新型コロナの感染拡大は、経済・雇用情勢、医療現場の混乱など、住民の生
活に大きな影響を及ぼしています。その影響は、収入減や失業による経済的な困窮をはじ
め、外出自粛等で人と人とのつながりが薄れ、社会的孤立などの課題が増加しております。
また、地域福祉活動の自粛などにより、住民による支えあい活動の停滞も心配されるところ
であります。
　こうした状況において、本会においては、コロナ禍において休止した地域福祉活動の事業
の再開に向けての取り組み、また、自治会や関係機関とのネットワークを活かしつつ、地域福
祉を推進する中核機関としての役割を発揮し、地域課題に取り組んでいきます。
　また、3年目となる「第２次嘉手納町地域福祉推進計画」の進捗状況を把握し、目標達成
に向けた取り組みを実施します。
　さらに、地域福祉活動を支える職員の育成
や環境整備にも引き続き取り組み、職員の資
質の向上と継続的な雇用に繋げたいと思い
ます。

基  本  方  針

１．社会環境の変化に対応した地域福祉の推進
・コロナ禍における地域福祉活動の推進
・有償の支えあい事業の推進

２．第２次地域福祉推進計画の進捗管理
３．社会福祉法人の地域貢献事業への取り組み

重  点  項  目

　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。

嘉手納町社会福祉協議会  理念

令和3年度 貸 借 対 照 表（令和４年３月31日現在）

令和3年度 決 算 額（令和３年４月１日～令和４年３月31日）

令和4年度 事 業 計 画
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支援物資セットの内容

　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 ※支援物資の利用は、１世帯１回限りです。

新型コロナ感染症により自宅で療養
されている方へ支援物資をお届けします

実施期間 令和4年8月31日まで（　　　  ）実施期間を
延長しました。

対 象 者

水、カップ麺、米、
レトルト食品、マスク、
消毒液  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）

ライン公式アカウント
からの申し込みも可能です。

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や離職した方を対象とする生活福祉資金の特例貸付の相談を
受け付けています。お困りの方はご連絡ください。 （すでに借りられている方は対象外となります。）

◆受 付 期 間：令和4年8月末日まで
◆貸付上限額：緊急小口資金（特例）最大20万円まで
　　　　　  総合支援資金（特例）最大60万円まで
※貸付条件に該当される方でも、状況によっては貸付
対象外となる場合もあります。

新型コロナ感染症の
影響により収入が減少し、
経済的にお困りの方へ

生活福祉資金(コロナ特例貸付)制度のご案内

受付期間が延長されました

お問い合わせ　嘉手納町社会福祉協議会 TEL:956-1177

※貸付にあたっては、沖縄県社会福祉協議会が審
査を行います。
※相談は予約制としております。
　ご相談の際は、事前にご連絡
　ください。

令和4年度 資金収支予算
収入 154,130 千円
会費収入 1,814 千円
寄附金収入 3,000 千円
経常経費補助金収入 55,843 千円
受託金収入 61,930 千円
事業収入 1,172 千円
障害福祉サービス等事業収入 16,808 千円
受取利息配当金収入 25 千円
その他収入 7 千円
積立資産取崩収入 1,001 千円
前期末支払資金残高（前年度繰越） 12,530 千円

支出 154,130 千円
人件費支出 92,447 千円
事業費支出 19,789 千円
事務費支出 26,950 千円
助成金支出 8,385 千円
その他の支出 1 千円
積立資産支出 373 千円
その他の活動による支出 1,999 千円
予備費支出 4,186 千円

　５/22（日）に屋良小学校にて、キャリア教育の一環である夢スクールが開催されました。
　社協では、「聴覚障がいを持つ方のコミュニケーションから知る！福祉のお仕事」をテーマとして、４
年生を対象に授業を実施しました。
　実際に、地域のろう者、手話通訳者と一緒にジェスチャーゲームを通して交流を楽しみ、普段の暮らし
や手話通訳の仕事について聞き、様々なコミュニケーション方法についても学びました。児童からは、
「家にお客さんが来たらどうしているのですか？」、「手話を覚えるのにどのくらいの時間がかかります
か？」など多くの質問があり、手話通訳を通して知ることができました。　
　夢スクールを通じて、手話通訳者のお仕事、福祉の仕事を学ぶきっかけになったと感じます。

屋良小学校 夢スクール
手話通訳者のお仕事について
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支援物資セットの内容支援物資セットの内容

　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 ※支援物資の利用は、１世帯１回限りです。

新型コロナ感染症により自宅で療養
されている方へ支援物資をお届けします

実施期間 令和4年8月31日まで（　　　  ）実施期間を
延長しました。

対 象 者

水、カップ麺、米、
レトルト食品、マスク、
消毒液  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）

ライン公式アカウント
からの申し込みも可能です。

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や離職した方を対象とする生活福祉資金の特例貸付の相談を
受け付けています。お困りの方はご連絡ください。 （すでに借りられている方は対象外となります。）

◆受 付 期 間：令和4年8月末日まで
◆貸付上限額：緊急小口資金（特例）最大20万円まで
　　　　　  総合支援資金（特例）最大60万円まで
※貸付条件に該当される方でも、状況によっては貸付
対象外となる場合もあります。

新型コロナ感染症の
影響により収入が減少し、
経済的にお困りの方へ

生活福祉資金(コロナ特例貸付)制度のご案内

受付期間が延長されました

お問い合わせ　嘉手納町社会福祉協議会 TEL:956-1177

※貸付にあたっては、沖縄県社会福祉協議会が審
査を行います。
※相談は予約制としております。
　ご相談の際は、事前にご連絡
　ください。

令和4年度 資金収支予算
収入 154,130 千円
会費収入 1,814 千円
寄附金収入 3,000 千円
経常経費補助金収入 55,843 千円
受託金収入 61,930 千円
事業収入 1,172 千円
障害福祉サービス等事業収入 16,808 千円
受取利息配当金収入 25 千円
その他収入 7 千円
積立資産取崩収入 1,001 千円
前期末支払資金残高（前年度繰越） 12,530 千円

支出 154,130 千円
人件費支出 92,447 千円
事業費支出 19,789 千円
事務費支出 26,950 千円
助成金支出 8,385 千円
その他の支出 1 千円
積立資産支出 373 千円
その他の活動による支出 1,999 千円
予備費支出 4,186 千円

　５/22（日）に屋良小学校にて、キャリア教育の一環である夢スクールが開催されました。
　社協では、「聴覚障がいを持つ方のコミュニケーションから知る！福祉のお仕事」をテーマとして、４
年生を対象に授業を実施しました。
　実際に、地域のろう者、手話通訳者と一緒にジェスチャーゲームを通して交流を楽しみ、普段の暮らし
や手話通訳の仕事について聞き、様々なコミュニケーション方法についても学びました。児童からは、
「家にお客さんが来たらどうしているのですか？」、「手話を覚えるのにどのくらいの時間がかかります
か？」など多くの質問があり、手話通訳を通して知ることができました。　
　夢スクールを通じて、手話通訳者のお仕事、福祉の仕事を学ぶきっかけになったと感じます。

屋良小学校 夢スクール
手話通訳者のお仕事について
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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/

　子ども達が少しでも元気に学校に行けるように、令和４年４月より北区コミュニティセンターで「あ
さかふぇ」をスタートしています。
　飲み物を飲んで笑顔で登校していく子ども達や、ゆったりと過ごされる大人の方々の姿にスタッフ
も元気をもらえます。
　まだまだ成長中の「あさかふぇ」、今後は子ども達の親御さんや地域の皆さんがこの場でつながり、
ゆんたくなどを楽しんでもらえるよう、プチイベントなども企画していきたいと思います。

● 時 間：毎週月曜日 ７時～９時（祝日休み）
 ● 場 所：北区コミュニティセンター

『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。

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

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。
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一般寄付

●令和4年5月6日
　読谷村字古堅
上江洲園枝 様
　(故)夫 上江洲清様の香典返しと
　して 100,000円

香典返しの寄付

【R4.3.1～R4.6.15】

令和４年度　心配ごと相談所（無料弁護士相談）事業

※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。

　相続や離婚問題など法律に関わる諸問題について、弁護士による法律相談（専門相談）を実施しています。
　電話にて予約をいただき、相談内容を確認のうえでの受け付けとなりますので、今後ともよろしくお願
いいたします。

相談日時 毎月第２・第４金曜日　午後２時より午後４時15分
相談時間 １回４５分　①14時～14時45分　②14時45分～15時30分　③15時30分～16時15分

●令和4年3月18日
　嘉手納町字嘉手納
神山吉朗 様　50,000円

●令和4年4月23日
五連会 様　50,000円

●令和4年5月30日
　嘉手納町字嘉手納
株式会社 比謝川電気 様
　1,000,000円

●令和4年6月1日
　嘉手納町字水釜
株式会社 福地組 様
　1,000,000円

●令和4年6月15日
　嘉手納町字嘉手納
株式会社 徳里産業 様
　1,000,000円

　子育て中だからこその楽しいことや大変なことなど、日ごろ感じている想いをゆんたく
できる場を企画中です。お子さんもご一緒に参加できるよう子ども向けのワークショップ
も同時開催！
　お申込みお待ちしています。   ※詳細は７月上旬頃、本会WEB ページへ掲載します。

北区で「あさかふぇ」スタート

子育てみらいゆんたくカフェ＆こどもわくわくワークショップを開催します！

◆ 日 時 ： 7/31（日）10:30～12:00
◆ 場 所 ： 嘉手納町総合福祉センター

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、
　変更になる場合があります。

嘉手納町社協だより 令和４年７月第79号“社協” とは社会福祉協議会の略称です。

2022（令和４）年７月

第79号
嘉手納町社会福祉協議会


