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嘉手納町社協だより 令和５年２月第81号

『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4年9月26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4年9月28日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様 15,000円
　フードバンク事業への寄付として

●令和4年11月9日
　嘉手納町字屋良
　嘉手納高等学校1年1組 様 24,900円
　児童分野への寄付

●令和4年12月2日
　嘉手納町字嘉手納
　伊禮松則 様 50,000円
　新型コロナ陽性者支援として

●令和4年12月27日
　嘉手納町字水釡
　比嘉政子 様 100,000円
　地域活動支援センター事業への寄付として

一般寄付

指定寄付

香典返し
●令和4年10月18日
　嘉手納町字水釡
　前川祐伸 様
　(故子) 前川洋平様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月8日
　読谷村字古堅
　伊佐英樹 様
　(故父) 伊佐英忠様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月9日
　嘉手納町字嘉手納
　宮平直子 様
　(故夫) 宮平永治様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月13日
　嘉手納町字嘉手納
　嘉手川繁正 様
　(故妻) 嘉手川千恵子様の 香典返しとして 500,000円

【 R4.9.9 ～ R5.1.13 】

※広報掲載にご了承いただいた方のみ掲載しています。

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　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

心配ごと相談所（無料弁護士相談）事業
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。

　昨年末、高齢者世帯等の自宅敷地内の草刈りや樹木剪定を行いました。この事業は、自宅敷地内
の環境整備を行い明るいお正月を迎えてもらおうと歳末たすけあい運動の一環として実施しまし
た。作業には、かでな振興(株)が地域貢献活動の一環として協力しました。今回は町内4世帯を対象
に行われ、「自分で草刈りができなくて困っていた。気持ちよくお正月を迎えられる。」と喜びの声が
聞かれました。

●令和4年12月12日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様
　500,000円

お正月を前に高齢者世帯の敷地を草刈り

令和４年10月発行の広報誌 第80号「社協だより」８ページ、社協への寄附者のお名前を誤って掲載してしまいました。下記のとおり
お詫びと訂正をさせていただきます。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

第80号 社協だよりの掲載誤りとお詫びについて

（誤）株式会社 徳里ハウジング 様 （正）有限会社 徳里ハウジング 様
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2023 しあわせ広がるカレンダーを作成
　町内の福祉活動や社協の取り組みを知ってもらいたいという想いを
込め、2023年『しあわせ広がるカレンダー』を作成しました。
　カレンダーは、社協窓口や各自治会事務所にて無料で配布していま
すので、ぜひ手に取っていただいたらと思います。

　西浜区若葉会（西浜区老人クラブ）会員の山城杲さん・
西平敏さんのお二人が、県老連グラウンドゴルフ大会で
「男性の部優勝」、中部老連グラウンドゴルフ大会で「女性
の部準優勝」の成績を納めました。
　西浜区若葉会は、月～土の朝7時からグラウンドゴルフ
の練習を行っています。その成果が今回の結果につながっ
たと思います。山城さん、西平さんおめでとうございます！

グラウンドゴルフ大会で優勝、準優勝
～嘉手納町老人クラブ連合会～

西平敏さん（左）、山城杲さん（右）

　12月1日に、民生委員・児童委員の3年に一度の一斉改選がありました。
　今回の改選で民生委員・児童委員を退任される委員は7人で、2期6年以上の方々には厚生労働大臣
からの感謝状、それ以外の方には町長と社協会長連名での感謝状をお渡ししました。
　また、新任1名を加えた計18名の委員へ厚生労働大臣から委嘱状の交付があり、町長より伝達されま
した。
　退任された委員の皆さま、これまで長い間ご活動いただきありがとうございました。これからも地域福
祉推進へお力添えをいただきますようお願いいたします。
　今回、感謝状が贈られたのは下記の皆さまです。

民生委員児童委員委嘱状および感謝状伝達式

・護得久 惠美子(14年) 
・新垣 光子(21年) 
・宮城 徹（6年) 
・古謝 義光(6年) 

・奥間 幸子(3年) 
・知花 和子(9年) 
・渡久知 勝(14年)
※( 　)は勤続年数です
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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5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、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。

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。

　令和５年１月から償還（返済）が始まります。特例貸付を受けられた対象世帯等へは、沖縄県社会福祉協議会より
『返済開始のお知らせ』の封書が送付されますのでご確認ください。
　また、返済が難しい方については、条件によって償還免除、償還猶予、減額返済が可能な場合があります。
　償還猶予及び減額返済の場合は市町村社協にて申請が必要となりますので、ご希望の方はお住まいの市町村
社協へまずはご連絡ください。

　日常生活に支障のある高齢者等を対象に食事（弁当）を届けることで、高齢者の食生活の改善と安否確認
を行うことを目的として実施しています。
利用対象：65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者世帯等。
配食日時：月曜日～土曜日・午後 4時～午後 6時の間（夕食）
事業主体：嘉手納町（嘉手納町社会福祉協議会が事業受託）
利用申請：町役場福祉課へ申請書を提出し、審査により決定します。
　　　　　※審査から利用の可否までは 1か月ほどかかります。
利 用 料：１食あたり 250円～ 420円（配食の種類によって異なります）

高齢者等食の自立支援事業高齢者等食の自立支援事業

食糧支援フードバンク活動食糧支援フードバンク活動
　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下さい。お持ち下さるのが困難な
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。

●  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）

令和４年度実績
（令和４年12月末時点）

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

活動へのご協力
ありがとうございます。食料寄付 25件 食料提供 50件

問い合わせ先：総務係（石川） TEL：098-956-1177

　令和4年10月26日（水）、第65回沖縄県社
会福祉大会が沖縄コンベンションセンターに
て開催され、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）

県知事表彰
（民生委員永年勤続功労）
県知事表彰

（民生委員永年勤続功労）

株式会社 福地組

大会長感謝
（多額寄附）
大会長感謝
（多額寄附）

株式会社 徳里産業
大興建設株式会社
株式会社 比謝川電気

知念 サヨ子

大会長表彰
（社会福祉施設永年勤続功労）
大会長表彰

（社会福祉施設永年勤続功労）

上地 安重

（敬称略・順不同）

第65回 沖縄県社会福祉大会で表彰

白米・あちびー
糖尿病・透析・腎食
きざみ・アレルギー食
ミキサー食

250円
320円
370円
420円

普通食
特別食①
特別食②
特別食③

配食種類 内　　容 利用料（個人負担額）

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
償還相談についてのご案内

【今回対象となる方】
 ・令和5年1月から償還が始まる方。
 （令和4年3月末までに緊急小口資金または
　総合支援資金（初回）を借りた方）

【相談できる内容】
 ・償還猶予、減額返済、償還免除

※相談を希望の方は、事前に電話にて予約をお願いします。（問合せ先：956-1177（特例貸付担当まで））
※相談内容によっては、相談に時間がかかる可能性がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※予約なしで直接窓口に来られた場合は、対応できない時があります。
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令和４年度実績
（令和４年12月末時点）
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ありがとうございます。食料寄付 25件 食料提供 50件

問い合わせ先：総務係（石川） TEL：098-956-1177

　令和4年10月26日（水）、第65回沖縄県社
会福祉大会が沖縄コンベンションセンターに
て開催され、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）

県知事表彰
（民生委員永年勤続功労）
県知事表彰

（民生委員永年勤続功労）

株式会社 福地組

大会長感謝
（多額寄附）
大会長感謝
（多額寄附）

株式会社 徳里産業
大興建設株式会社
株式会社 比謝川電気

知念 サヨ子

大会長表彰
（社会福祉施設永年勤続功労）
大会長表彰

（社会福祉施設永年勤続功労）

上地 安重

（敬称略・順不同）

第65回 沖縄県社会福祉大会で表彰

白米・あちびー
糖尿病・透析・腎食
きざみ・アレルギー食
ミキサー食

250円
320円
370円
420円

普通食
特別食①
特別食②
特別食③

配食種類 内　　容 利用料（個人負担額）

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
償還相談についてのご案内

【今回対象となる方】
 ・令和5年1月から償還が始まる方。
 （令和4年3月末までに緊急小口資金または
　総合支援資金（初回）を借りた方）

【相談できる内容】
 ・償還猶予、減額返済、償還免除

※相談を希望の方は、事前に電話にて予約をお願いします。（問合せ先：956-1177（特例貸付担当まで））
※相談内容によっては、相談に時間がかかる可能性がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※予約なしで直接窓口に来られた場合は、対応できない時があります。
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　令和４年４月から、嘉手納幼稚園、嘉手納小・中学校の子どもたちを対象に、毎週月曜日７時から、北区コミュニティ
センターで登校支援等を目的として「あさかふぇ」を実施しています。
　今後は、親御さんたち、そして広く地域の皆さんにもこの場を活用してもらいたいと思い、下記の日程において、
珈琲喫茶カメシマさんと Luke Tacos（ルークタコス）さん
と一緒に「あさかふぇマルシェ」を開催します。ぜひ多くの
みなさんが足を運んでもらえたらと思っています。

子育て中の皆さんだからこその「楽しい」や「大変」を共感したり、一緒に考えたりできる空間を企画しています。
お子さまが楽しめるワークショップ「ゾンビ脱出ゲーム」を同時開催します!!お申込みお待ちしています。

　沖縄県労働金庫コザ支店の会員団体で構成する、ろうきんコザ
地区推進委員会（森根弘和委員長）より、生活困窮者支援の目的で
本会へ食料品や生理用品など約700点の寄贈がありました。上地
安重社協会長は「あたたかいご寄付に感謝します。町内の必要な
世帯へ届けます」とお礼を述べました。
　ろうきんコザ地区推進委員会の皆さまありがとうございました。

　令和4年12月27日に、嘉手納中学校16名の生徒が、地域の高齢者宅へ
「Happyな正月を届けよう！」の想いで、訪問ボランティアを実施しました。
地域のボランティアの協力のもと、令和5年の干支「うさぎ」をタオルで作
り、作ったタオルうさぎを持って訪問活動をしました。
　中学生の訪問に、高齢者の皆さんはとても笑顔で喜んでいました。また、
参加した生徒からも「笑顔が見れて嬉しかった！」、「『ありがとう！』と言われ
て心が温かくなりました」、「喜んでくれる姿がとても嬉しかった！」、「ボラン
ティアに参加してよかった！」などの感想をもらいました。

あさかふぇマルシェを開催します！

ふれあい訪問活動！ 嘉手納の中高生が訪ねます！！

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 開催します！

※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。

日　　　時：2月25日（土）10：00～12：00（受付時間 9：45）
場　　　所：嘉手納町総合福祉センター
募 集 期 間：１月23日（月）～２月８日（水）
申込み方法：右記QRコードから詳細ページ内にある応募フォームよりご応募ください。

ろうきんコザ地区推進委員会より食料寄贈

※コザ地区推進委員会（嘉手納町職員労働組合、嘉手納町役場、全駐労空軍支部、県職員連合中部支部）

＆

日時：2月20日（月）  7：15～ 9：30
　　　3月20日（月）  7：15～ 9：30
場所：北区コミュニティセンター
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“社協” とは社会福祉協議会の略称です。

2023年（令和５年）２月

第81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５年２月第81号

『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4年9月26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4年9月28日
　嘉手納町字屋良
　比嘉秀勝 様 15,000円
　フードバンク事業への寄付として

●令和4年11月9日
　嘉手納町字屋良
　嘉手納高等学校1年1組 様 24,900円
　児童分野への寄付

●令和4年12月2日
　嘉手納町字嘉手納
　伊禮松則 様 50,000円
　新型コロナ陽性者支援として

●令和4年12月27日
　嘉手納町字水釡
　比嘉政子 様 100,000円
　地域活動支援センター事業への寄付として

一般寄付

指定寄付

香典返し
●令和4年10月18日
　嘉手納町字水釡
　前川祐伸 様
　(故子) 前川洋平様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月8日
　読谷村字古堅
　伊佐英樹 様
　(故父) 伊佐英忠様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月9日
　嘉手納町字嘉手納
　宮平直子 様
　(故夫) 宮平永治様の 香典返しとして 100,000円

●令和4年12月13日
　嘉手納町字嘉手納
　嘉手川繁正 様
　(故妻) 嘉手川千恵子様の 香典返しとして 500,000円

【 R4.9.9 ～ R5.1.13 】

※広報掲載にご了承いただいた方のみ掲載しています。

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　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

心配ごと相談所（無料弁護士相談）事業
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。

　昨年末、高齢者世帯等の自宅敷地内の草刈りや樹木剪定を行いました。この事業は、自宅敷地内
の環境整備を行い明るいお正月を迎えてもらおうと歳末たすけあい運動の一環として実施しまし
た。作業には、かでな振興(株)が地域貢献活動の一環として協力しました。今回は町内4世帯を対象
に行われ、「自分で草刈りができなくて困っていた。気持ちよくお正月を迎えられる。」と喜びの声が
聞かれました。

●令和4年12月12日
　うるま市石川赤崎
　株式会社 タバタ 様
　500,000円

お正月を前に高齢者世帯の敷地を草刈り

令和４年10月発行の広報誌 第80号「社協だより」８ページ、社協への寄附者のお名前を誤って掲載してしまいました。下記のとおり
お詫びと訂正をさせていただきます。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

第80号 社協だよりの掲載誤りとお詫びについて

（誤）株式会社 徳里ハウジング 様 （正）有限会社 徳里ハウジング 様


