
号号
72

本紙は社協会費、赤い羽根共同募金配分金で作成されたものです。

（編集・発行）社会福祉法人 北中城村社会福祉協議会
〒901-2303 北中城村字仲順451番地（総合社会福祉センター内）
 TEL 098-935-4520 FAX 098-935-4603
 E-mail:kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp
 ホームページ　http://kitanakasyakyo.org/

2014年6月25日

ふれあい子育てサロン

村社会福祉協議会・村民生委員児童委員協議会（共催）
　妊婦の方や子育て中の親子同士が気軽に交流し，情報交換できる場づくり
として、地域の公民館、児童館、関係機関、ボランティアの協力を得て健
やかに子育てができるよう実施しています。

ふれあい子育てサロンに参加してみませんか？？

　開催時間：午前１０時～正午。
　参加費（おやつ代）１００円徴収しています。
☆子育てサロン日程☆

第１火曜日 第２火曜日 第３火曜日 第４火曜日
福祉センター 喜舎場公民館 島袋児童館 大城公民館
第１金曜日 第２金曜日 第３金曜日 第４金曜日

和仁屋公民館 福祉センター 島袋公民館 安谷屋公民館



1　会務の運営並びに連絡協調
理事会、評議員会の開催
⑴理事会の開催　4回　⑵評議員会の開催　4回
⑶社協役職員・評議員・民生委員児童委員研修会の開催
　○�参加者／29人
　○�研修内容「自主防災組織と災害時要援護者支援について」

2　老人福祉に関する活動
⑴高齢者生きがい活動支援通所事業の実施
　○�場　所／�老人デイサービスセンターしおさい
　○�利用者／延人数�3,583人（登録者90名）
⑵�一人暮らし老人等友愛訪問事業の実施
　○�対象者／26世帯
　○��訪問員／47人（民生委員・老人クラブ）
⑶�敬老会の開催（村と共催）
　○�参加者／355人（該当者318人�、来賓、運営協力者37人）
⑷高齢者の生きがい対策事業
　○�陶芸サークル　　延べ人数／673人（村内に居住する
55歳以上の方）

⑸在宅要援護老人（重度障害者含む）への日常生活用具の貸与事業
　○�貸与内容／ベッド21世帯、マット9世帯、車イス34世帯
　　ポータブルトイレ11世帯、シャワーチェアー6世帯　
⑹高齢者外出支援サービス事業の実施（受託事業）
　○�利用者人数　／59人
　○�延サービス回数／2,058回
⑺村老人クラブ連合会の諸事業へ協力した。
　○�総会、ゲートボール大会、グランドゴルフ大会、新年会等

3　児童福祉に関する活動
⑴�子どもの遊び場・危険箇所点検
（村民生委員児童委員協議会との共催）��
⑵第 29回子どもと老人の集いの開催�
　○�参加者数／70人（紙粘土シーサーづくり）
⑶第19回子どもまつりの開催 (村と共催 )
　○�内　　容／ドッジボール　手作り玩具
　○�参加者数／400余名（児童、関係者）
　○�共　　催／村民生委員児童委員協議会
　○協　　力／村子ども会育成連絡協議会
　○後　　援／北中城村スポーツ推進委員協議会
⑷ふれあい子育てサロンの実施
　○�実施回数／�（91回）
　○�参加者／�延参加者数472組　1,117人
　　民生委員・ボランティア175人
⑸おやこ紙ねんど教室の実施
　○�参加者／親子27組（54名）、紙粘土クラブ会員4名、
　　ボランティア4名

4　 障害者（児）福祉に関する活動
�⑴ふれあいピクニックの実施（村身体障害者協会と共催）
　○�参加者／69人（対象者37名、民生委員12名、
　　ボランティア13名職員7名）
⑵障害者の社会参加促進事業
　①紙粘土創作（毎週火曜日）
　　○�参加者／9人（障害者6人、ボランティア2人、講師1人）
　②障害者ふれあい事業（毎月第2土曜日）

　　○�参加者延べ人数／167人（障害者、民生委員、ボランティア）
　③スポーツサークル（毎月第3土曜日）
　　○�参加者延べ人数／222人
⑶声の広報発行
　○��配布先�7人（民生委員児童委員が訪問し配布）�����������������������������
⑷重度障害者（児）移送サービス事業の実施
　○�利用者数／37人　
　○�延サービス回数／1,031　回
⑸�ふれあい福祉交流会「第10回ボッチャ大会」の実施
（村身体障害者協会と共催）
　○�参加者／33チーム　（185人）
⑹障害者地域生活支援事業の実施（村受託事業）
①障害者地域活動支援センターあざみの運営
　○�利用者数／5,062人（一日あたり平均20.9 人が利用）
　○活動内容／�公園清掃、園芸作業、福祉センター清掃、

EMボカシ・EM石鹸作り、調理実習、レクリエー
ション　映画鑑賞、陶芸、エコクラフト等

②コミュニケーション支援事業（手話通訳、手話奉仕員の派遣）
　�○�延派遣回数　12回
③手話奉仕員養成講座の開催　○�参加者延べ人数／356人
④重度障害者在宅就労促進特別事業（バーチャル工房支援事業）
　○�参加者延べ人数　1人
⑤障害者パソコン入門教室　（全10回）　○�参加者延べ人数　65人
⑥スポーツ・レクリエーション教室開催事業
　◎スポーツ教室　○�総参加人数（222人）
　　・マッサージ&ストレッチ、フィットネスダンス
　　・セラピー犬についての講話、交流会、ニュースポーツ
　　・バリアフリーバレーボール、第10回ボッチャ大会
⑦芸術文化講座開催事業
◎カッティングアート講座　（全7回）
　○講師�玉城尚人氏　○�参加者延べ人数／91人
◎トールペイント教室　（全6回）
　○�講　師／玉城敦司　氏　○�参加者延べ人数／68人
⑺発達障害児理解講座vol4
　○�講　師／島尻澤一　氏（NPOサポートセンターあすなろ生活支援員）
　○�参加者人数／76人
⑻うつを知る地域講演会vol5
　○講師�新垣恵美子氏　○�参加者人数／31人
⑼村身体障害者協会諸事業への協力
　�総会、県身体障害者福祉大会、県身体障害者スポーツ大会、
　新年会等

5　母子・父子福祉に関する活動
⑴親子で習字講座の開催
　○講師�新里和恵氏　○�参加者数／25人
⑵親子で「島ぞうりアート」づくり
　○講師�謙美奈子氏　○�参加者／26人
⑶母子寡婦福祉会諸事業への協力
　母と子の楽しい運動会、県母子寡婦福祉大会、母と子の集い等

6　低所得者更生に関する事業及び法外援護活動
①�生活福祉資金貸付（沖縄県社会福祉協議会が実施主体）　
貸付件数4件

（総合支援資金4件｛延長申請含｝）
②�福祉金庫（小口の生活資金）貸付　貸付件数…7件

平成25年度　事業実績報告及び決算報告
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③�大雨、台風、火災による被災世帯への見舞金支給　3件
④�歳末たすけあい運動の実施による年末激励金の支給�
1,208,000円
　イ　生活困窮世帯　　��40世帯��683,000円
　ロ　心身障害者（児）　24人　　360,000円
　ハ　一人暮らし老人　　11人　　165,000円
⑤��お中元、お歳暮、お年賀企画「しあわせのおすそ分け」
　法外援護事業

　　○ �1回目　協力者数／19件（個人・団体）
　　○ �2回目　協力者数／16件（個人・団体）
　　○�配分先　8世帯、フードバンク沖縄

7　  地域福祉等推進特別支援事業（小地域福祉活動推進事業）の
実施
⑴相談支援事業（ふれあい地域サポート）　○�相談件数　72件
　��生計 16、医療 2、老人福祉 2、障害者相談 2、住宅 1、　
　生活福祉資金 25、消費生活相談 20、その他 4
⑵もっとつながり、もっとやさしく住民ふれあい・交流事業
①�小地域福祉活動「生き生きふれあい会」「お茶のみサロン」
事業の実施

　○�和仁屋お茶のみサロン� 毎週火曜日45回参加延人数� 937人
　○�喜舎場「御殿の会」� 毎月 20日 12回参加延人数� 240人
　○�仲　順「あしびなー」� 第 4水曜日 11回参加延人数� 291人
　○�熱　田「島根殿の会」� 第 2木曜日 12回参加延人数� 487人
　○�渡　口「みやらびにぃせー会」� 第 2月曜日 12回参加延人数� 253人
　○�島　袋「わかば会」� 第 3火曜日 10回参加延人数� 291人
　○�屋宜原「イーチヌビ会」� 第 2日曜日 12回参加延人数� 449人
　○�石　平「憩いの会」� 第 2土曜日 12回参加延人数� 171人
　○�安谷屋「あだんなイームイ会」� 第 2月曜日 11回参加延人数� 315人
　○�荻　道「やすらぎの会」� 第 2金曜日 11回参加延人数� 251人
　○�大　城「グスク会」�� 第 2金曜日 10回参加延人数� 215人
　○�県営団地「なかよし会」� 第 3金曜日 12回参加延人数� 193人
　○�美　崎「がんじゅう会」� 第 1水曜日 13回参加延人数� 149人
②レクリエーション講習会の開催について
　○�参加者／ 27人　○講師�池内美舟氏
③�子育て講演会「子どものための虫除けスプレー作り体験及び
子育て講演会」　○講師�喜久山仁美氏
　○�参加者／ 25人　乳幼児と親
④�第 6回地域のみんなで支えあう防災対策村民講座
　○�内　容／災害時用機材炊き出し訓練　○�参加者／400人　
⑤第 7回地域のみんなで支えあう防災対策村民講座
（県営北中城団地自治会津波想定避難訓練）
　○�参加者／ 200人
⑶感じて動く・動けば変わる福祉力を高める活動事業
①小学生ボランティア講座の開催
　○�受講者数／11人　（北中城小学校、島袋小学校）
②中学生・高校生ボランティア講座の開催
　○�受講者数／16人　（北中城中学校、北中城高等学校）
③傾聴ボランティア養成講座の開催
　○講師�宮城能彦氏　○�参加者／ 43人（延べ人数）
④ふれあいクリーンアップ大作戦の実施
　第19回　○�参加者／ 500人
　第 20回　○�参加者／ 350人
⑤地域福祉小地域ネットワーク講演会の開催
　○�場　　所／県営北中城団地（集会所）　○�参加者／ 20人
　○�演　　題／「自主防災会結成について」

8 災害時要援護者避難支援事業の実施（受託事業）
①災害時要援護者の把握に関すること
②災害時要援護者個別計画に関すること
③マップの作成に関すること（視察）
④災害時要援護者の避難体制の構築に関すること
⑤災害時要援護者の避難生活体制整備に関する事業
⑥災害に備えた地域力の向上に関すること

9 ボランティア活動の推進
⑴ボランティアに関する相談斡旋
　○�相談件数�����25 件������○�斡旋件数����20 件
　○�新規登録者数　個人33人
　○�登録者総数（個人181人、団体7団体）
⑵ボランティア団体及びボランティア活動協力校への
　助成金交付
①助成金交付　4団体、3校（小学校2校、中学校1校）
⑶ボランティア活動パネル展示会の開催
　○場　所／�村総合社会福祉センター、村役場、�村立中央公民

館、琉球銀行北中城支店、沖縄銀行北中城支店、
JAおきなわ北中城支店

⑷ボランティア活動協力校の指定
⑸�老人等友愛訪問員連絡会の開催�　　○参加者／36人
⑹ボランティア交流会の開催　○�参加人数／49人

10 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援）の推進
　○�利用者／ 1名　○�利用回数／毎月1回　○�生活支援員／3人
　○�内　　容／金銭管理（利用料、生活費等の出金）

11 緊急時における日常的金銭管理事業の実施
　�○�利用者／ 2人　　
　�○�内　　容／通帳、カード、財布、現金、印鑑の預かり

12   県共同募金会北中城村共同募金委員会の実施する諸募金活
動への協力
⑴赤い羽根共同募金運動への協力� 3,018,823 円
⑵歳末たすけあい運動への協力� 1,292,062 円
⑶島根県・山口県大雨災害義援金� 135,300 円
⑷秋田県・岩手県大雨災害義援金� 123,900 円
⑸埼玉県竜巻災害及び埼玉県・京都府台風18号災害義援金� 107,577 円
⑹滋賀県・鹿児島県・東京都・千葉県台風災害義援金� 146,171 円
⑺フィリピン台風30号災害支援金� 182,058 円
⑻東日本大震災災害支援金� 171,910 円

13 民生委員児童委員協議会との協働活動推進
⑴民生委員児童委員歓送迎会の開催（村との共催）
　○参加者／66名
⑵民生委員児童委員協議会定例会への参加協力　　12回
⑶民生委員児童委員協議会諸事業への参加協力　　38回

14 啓発宣伝事業
　○�社協だより・ボランティア情報誌「北中城」の発行（年3回）
　○�児童福祉週間、老人福祉週間、障害者の日等の啓発宣伝
　○�第 4回北中城福祉まつりの開催
　○�村広報紙「北中城」への記事掲載（年間12回）
　○�テレビの取材（2回）
　○�新聞社の活用�（22回）　○�ホームページの活用
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平成25年度　社協会費実績報告について
　前年度は多くの皆様の協力により、1,405,812 円の善意ある会費が寄せられました。なお、この会費は、社
会福祉協議会の福祉事業に有効に使用させて頂きました。ご協力くださった皆様にお礼を申し上げます。誠に
ありがとうございます。

●戸別会費（802,000円）2,671世帯
自治会名 世帯 金額 自治会名 世帯 金額
喜舎場 267 80,100 瑞慶覧 41 12,300
仲　順 309 92,700 石平 84 25,200
熱　田 275 82,500 安谷屋 335 101,200
和仁屋 109 32,700 荻　道 117 35,100
渡　口 131 39,300 大　城 81 24,300
島　袋 694 208,200 県営北中城団地 78 23,400
屋宜原 120 36,000 美　崎 30 9,000

資金収支計算書　（平成 25年度）
特別会計	 単位 : 円

収入 支出
事業収入 1,200,000 事務費支出 1,811,361

受取利息配当金収入 236 会計単位間繰入金支出 1,200,000
会計単位間繰入金収入 1,744,000 法人税、住民税及び事業税 0
施設整備等収入 0 施設整備等支出計 0
前期末支払資金残高 252,423 当期末支払資金残高 185,298

合計 3,196,659 合計 3,196,659

資金収支計算書　（平成 25年度）
一般会計	 単位 : 円

収入 支出
会費収入 1,405,812 人件費支出 72,176,172
寄付金収入 2,542,000 事務費支出 15,453,877
経常経費補助金収入 56,276,000 事業費支出 30,069,686
受託金収入 61,577,271 貸付事業等支出 350,000
事業収入 2,699,827 助成金支出 2,695,659
貸付事業等収入 231,000 負担金支出 149,804
共同募金配分金収入 3,248,098 会計単位間繰入金支出 1,744,000
雑収入 379,380 経理区分間繰入金支出 6,806,386
受取利息配当金収入 22,645 その他の固定資産支出 3,795,380
会計単位間繰入金収入 1,200,000 積立預金積立支出 4,776,382
経理区分間繰入金収入 6,806,386 その他の支出 2,168,520
施設整備等寄附金収入 54,000 　
積立預金取崩収入 805,000 　
前期未支払資金残高 8,873,074 当期未支払資金残高 5,934,627

合　　計 146,120,493 合計 146,120,493

財産目録　（平成 26年　3月 31日現在）
一般会計	 単位 : 円

資産・負債の内訳 金　額
Ⅰ資産の部 337,259,469
　1流動資産 13,824,711
　2固定資産
　　(1) 基本財産 199,669,438
　　(2) その他の固定資産 123,765,320
Ⅱ負債の部 44,942,534
　1流動負債 7,890,084
　2固定負債 37,052,450
差引純資産 292,316,935

財産目録　（平成 26年　3月 31日現在）
特別会計	 単位 : 円

資産・負債の内訳 金　額
Ⅰ資産の部 99,817,012
　1流動資産 185,298
　2固定資産 99,631,714
　　(1) 基本財産 0
　　(2) その他の固定資産 99,631,714
Ⅱ負債の部 0
差引純資産 99,817,012

15 調査活動
　○�歳末たすけあい配分金による年末激励金配分対象者調査
　　（生活困窮世帯、心身障害者児、ねたきり老人、ひとり暮らし老人）
　○�友愛訪問対象者の調査　　○�子供遊び場・危険箇所の調査

16 その他の事業
⑴社会福祉資金造成事業（第1回商工会産業まつり）
①夏のビッグセールON北中城
　○�資金造成額　22,828 円
②福祉まつりへの出店
　○�資金造成額　82.395 円

③ひまわり IN北中城への出店（全7回）
　○�資金造成額　139,535 円
⑵社会福祉協議会啓発啓蒙活動事業
①�障害者地域活動支援センター　あざみ利用者と職員が第19回
ふれあいクリーアップ大作戦の参加者へ障害者理解の普及促
進をするためかき氷を配布した
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平成 26 年度 社協会員募集
社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体です。村民の皆様や団体・
企業などに会員になっていただき、地域の人々や北中城村の保健・医療・福祉等の機関と連携
を図りながら、公的な施策だけでは、対応しきれない福祉の課題に取り組んでいます。
少子高齢化社会の到来を間近に控え、誰もが身近な地域社会で安心した生活ができるように、
地域福祉を推進するため、「共に助けあい支えあう地域社会づくり」をめざし、いきいきふれ
あいサロンや子育てサロン、ボランティア活動推進などの事業を行っています。
事業を進めるための主な財源は、補助金や委託費などの「公費財源」と住民会費や共同募金な
どの「民間財源」です。中でも会費は、社協の最も重要な自主財源であり、事業の経営を支え
ています。より充実した福祉事業の推進と複雑多様化する福祉ニーズへの的確な対応を図るた
めには、皆様方の福祉に対するご理解とご支援が大変重要となっております。つきましては、
本会の取り組む社会福祉事業への温かいご理解とご協力を頂き、社協会費に協力くださいます
ようお願い申し上げます。

（１）戸別会員…一世帯あたり 300 円（自治会単位で 年額）　　（２）賛助会員…一口年額 1,000 円（本会事業に理解を有する個人）
（３）団体会員…一口　年額 2,000 円（福祉活動団体・福祉施設等）　（４）特別会員…一口　年額 5,000 円（財政的に支援する法人・個人及び団体）

お問い合わせ先：北中城村社会福祉協議会 TEL.935-4520　担当：久高

●賛助会費（290,500円）
豊原美和子　伊集守吉　伊佐信榮　與儀光男　安里茂信　大城園子　比嘉守光　外間清子　安里邦雄
比嘉盛一　與儀良己　宮城永昌　安里邦夫　仲村ハル子　与儀幸子　佐藤充好　徳山トシ子　
山内米廣　具志堅春美　屋我洋子　比嘉勝子　比嘉温子　玉城和子　宮城ヒロ子　比嘉佐智子　
大城加代　城間正子　安里昌次郎　山城幸子　比嘉洋子　宮城恵子　伊野波盛敏　新垣美枝子
安里千恵子　仲本寿美江　中村長健　仲田美和子　安里富士子　比屋根邦忠　石嶺智子　上里幸春
安和守武　安里信美　大城永信　比嘉悟　浜端宏次　與儀真一　喜屋武文雄　比嘉勲　幸地改一
與儀利枝　比嘉正儀　新垣善彦　大城良一　村吉政司　仲村政啓　天久範子　田仲和美　名幸房則
仲座照江　村役場 82 名　教育委員会 15 名　中城村北中城村清掃事務組合 2 名　北中城小学校
村学校給食調理場 8 名　喜舎場保育所 11 名　中城・北中城消防組合 18 名　北中城幼稚園 5 名
社会福祉法人鳳友福祉会つなぐ保育園 1 名　社会福祉法人三河福祉会百登保育園 7 名　
村社会福祉協議会 22 名

●団体会費（54,000円）
屋宜原自治会　県営北中城団地自治会　喜舎場自治会　渡口自治会　荻道自治会　安谷屋自治会
大城自治会　島袋自治会　熱田自治会　仲順自治会　和仁屋自治会　石平自治会　美崎自治会
瑞慶覧自治会　村青年連合会　村母子寡婦福祉会　介護老人保健施設若松苑　村商工会　
村老人クラブ連合会　村父母教師会連合会　村赤十字奉仕団　村婦人会　村民生委員児童委員協議会
村子ども会育成連絡協議会　沖縄中央療護園　特別養護老人ホーム愛の村　村身体障害者協会　
社会福祉法人鳳友福祉会つなぐ保育園　

●特別会費（292,000円）
サポートセンターゆめさき　療育センターぎふと　安里洋　あさひヶ丘保育園　㈲名嘉真製菓本舗
アゲダ空調食品設備㈱　大城盛次郎　㈱沖永開発　NPO 法人 KID's サポートいっぽ
株式会社プラタナス・イデア　ガレーヂ TOMO　インテリア日装　特定医療法人アガぺ会
㈲アーキテクト・デザイン・トォ―ラス　㈲普天間自動車学校　森田孟則　株式会社興洋電子
有限会社徳山建設　NPO 法人沖縄災害救助犬協会　学校法人愛海学園アリス幼稚園　有限会社おおば
㈾屋宜原自動車整備工場　株式会社ジムキ文明堂　生田タイル　レーントゥセントラル
株式会社国際ビル産業　㈱城北警備保障　沖縄県農業協同組合北中城支店　リトルエンジェルズ
株式会社 EM ウェルネスリゾート　株式会社 EM 研究機構　パブラウンジエメラルド
宮城電気管理事務所　新垣邦男　比嘉聰　沖縄東芝エレベーター株式会社　株式会社サンコー
沖縄ホーチキ株式会社　合新里建築設計事務所　北中衛生名幸光子　砂川恵喜税理士事務所
CHERRY BLOSSOMS PRESCHOOL　学校法人大庭学園ソーシャルワーク専門学校
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第２０回子どもまつり開催
児童福祉週間にちなみ、子どもたちが心身とも

に健やかに生き生きとたくましく育つことを願い、
平成２６年５月１０日 ( 土 ) 北中城小学校体育館
にて「第２０回子どもまつり」各字対抗ドッチボー
ル大会、手作り玩具づくりが開催されました。ドッ
チボール大会の合間に民生委員児童委員のみなさ
んがプラ板キーホルダー、ホーバークラフトなど
の玩具を一緒に作って楽しみました。

☆平成26年度職員紹介☆事務局
会 長　　大城　盛次郎
副 会 長　　宮城　永昌
事務局長　　新里　八重子
係 　 長　　松本　育雄
主 　 査　　久高　郁枝
主 　 査　　大城　健
主 　 事　　下地　大輔
主 　 事　　棚原　亮太
地域福祉活動兼ボラン
ティアコーディネーター　金城　明広

障害者地域活動支援センター
「あざみ」

主任指導員　　宮城　初美
指 導 員　　喜納　英和
指 導 員　　比嘉　郁陽
指 導 員　　比嘉　成恭
指 導 員　　仲本　大輔
指 導 員　　伊集　椎菜
相談員兼指導員　　山城　早代

生きがい活動支援通所事業
業 務 主 任　　座喜味　攻
指 導 員　　比嘉　　勉
指 導 員　　松田　由美子
看護士兼指導員　　下地　礼子

障害者等の活動及び居場所づくり事業
相談員兼指導員　　屋宜　千賀子

高齢者・障害者外出支援サービス事業
伊佐　宙　　　　比嘉　博貴

災害時要援護者
避難支援事業

コーディネーター　　仲宗根　麻貴

※毎月第４金曜日各字老人クラブのみ
なさんが持ち回りで、村総合福祉セン
ター周辺の草刈り作業をして頂いてお
ります。

３月『石平老人クラブ』

感謝＼（＞∀＜）／感謝感謝＼（＞∀＜）／感謝

一般寄付
次の方からご芳志がありました。
大変ありがとうございました。

（平成 26 年 3 月 8 日〜平成 26 年 6 月 9 日）
▼屋宜原自動車整備工場 様

社会福祉事業のための寄付
・・・・・・・・・・・・・２７，６７６円の寄付　

▼喜舎場 44 番地　中村長健 様
故母　フミ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼渡口 45 番地　宮城 博 様
故母　ユキ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・５０，０００円の寄付

▼熱田 197 番地　大城ヨシ子 様
　　　　　　　　  大城節子 様

故夫　隆様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・１００，０００円の寄付

▼熱田２８３番地　喜納 繁 様
故母　ツル様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼渡口 59 番地　大城敏子 様
故義母　キク様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付

▼渡口 76 番地　安里侑記 様
故母　ハツ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付

▼大城 127 番地　新垣葉子 様
故夫　修様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼安谷屋 1948 番地　新垣洋子 様
故夫　善春様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・１００，０００円の寄付

▼島袋 144 番地　比嘉 毅 様
故母　千代子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼屋宜原 598 番地　伊佐ツル子 様
故夫　常明様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
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Ⅰ．基本方針
　少子・高齢社会の進展や厳しい社会情勢の中で、これまで
の福祉制度では対応できない様々な生活課題が生じている。
また、雇用情勢の悪化等により失業や生活不安が広がってお
り、生活困窮世帯への支援が重要となっている。さらに自然
災害による新たな生活課題も発生している。このような状況
の中で公的な福祉サービスはもとより、地域住民による支え
あいを推進していく取り組みが求められている。
　地域福祉の中核的役割を担い、住民の福祉活動への参加を
支援する機能を持つ社会福祉協議会において、住民が安心し
て日々の生活を営めるよう地域住民の参加、協力はもとより
村や関係機関、団体、施設等との連携・協働することにより、
誰もが住み慣れた地域の中で普通に暮らしてしていける地域
（仕組み）づくりをすすめる。

Ⅱ．重点事項
⑴役場福祉課との協働
⑵要援護者支援活動事業の推進
⑶�セーフティネット支援対策等事業 ( 地域福祉等推進特別支
援事業・小地域福祉活動）の推進　　
⑷地域福祉懇談会の実施

Ⅲ．実施事業
１ 会務の運営並びに連絡調整
⑴理事会、評議員会の開催
⑵役員・評議員研修会の開催
⑶自治会、各種団体、施設との連絡調整

２ 老人福祉に関する事業
⑴�生きがい活動支援通所事業の実施（老人デイサービスセ
ンター指定管理運営）��

⑵一人暮らし老人等友愛訪問活動の実施　　　　
⑶�敬老会の開催（村と共催）
⑷高齢者の生きがい対策事業
⑸在宅要援護老人等への介護用品の貸与
⑹高齢者外出支援サービス事業の実施（受託事業）
⑺村老人クラブ連合会諸事業への協力

３ 児童福祉に関する事業
⑴�既存の子ども遊び場整備事業の実施（整備費を助成）
⑵子どもと老人の集いの開催
⑶第２０回（平成２６年度）子どもまつりの開催
　（北中城村民生児童委員協議会と共催）
⑷�ふれあい子育てサロンの実施
　（村民生委員児童委員協議会と共催）
　実施場所：村総合社会福祉センター　第１火曜日・第２金曜日

　　　　　　　　喜舎場公民館　第２火曜日
　　　　　　　　和仁屋公民館　第１金曜日
　　　　　　　　島袋児童館　　第３火曜日
　　　　　　　　島袋公民館　　第３金曜日
　　　　　　　　大城公民館　　第４火曜日
　　　　　　　　安谷屋公民館　第４金曜日　　
　　　�時　　間：午前１０時～正午

⑸子どもの遊び場・危険箇所点検
　　　（民生委員児童委員協議会との共催）
⑹親子紙粘土教室　　　　　　　　　　　

４ 障害者（児）福祉に関する事業
⑴ふれあいピクニックの実施（村身体障害者協会と共催）
⑵障害者の社会参加促進事業
①紙粘土サークル　毎週火曜日　　　午前１０時～１２時
②障害者ふれあい事業　毎月第２土曜日　午前１０時～１２時
③スポーツサークル活動　　毎月第３土曜日　午後２時～４時
⑶声の広報発行（視覚障害者への情報支援）　　　　　　　　　　
朗読ボランティア、民生委員児童委員の協力を得て提供
⑷重度身体障害者（児）移送サービス事業の実施
⑸ふれあい福祉交流会（第１１回ボッチャ大会）の開催
⑹障害者地域生活支援事業の実施（受託事業）
①障害者地域活動支援センターあざみの運営
②�コミュニケーション支援事業（手話通訳・手話奉仕員
の派遣）
③手話奉仕員養成事業の実施
④パソコン入門教室の開催
⑤�重度障害者在宅就労促進特別事業の実施（バーチャル
工房支援事業）
⑥スポーツ・レクリエーション教室の開催
⑦芸術・文化講座の開催（手工芸、トールペイント、カッ
ティングアート、アートセラピー）
⑧点字・声の広報発行事業

⑺特定相談支援事業の実施
⑻発達障害児理解講座の開催
⑼うつを知る地域講演会の開催
⑽身体障害者協会諸事業への協力

５ 母子・父子福祉に関する事業
⑴親子で習字講座（村母子寡婦福祉会と共催）
⑵親子で「クラフトづくり」（村母子寡婦福祉会と共催）
⑶村母子寡婦福祉会諸事業への協力　　　　

６ 低所得者福祉に関する活動及び法外援護活動
⑴�生活福祉資金（総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、
長期生活支援資金、緊急小口資金）の貸付相談及び貸付
事務
⑵臨時特例つなぎ資金の貸付事務
⑶福祉金庫貸付事業の実施
⑷�歳末たすけあい配分金による援
助「年末激励金の支給」
⑸�火災や天災による被災者への緊
急援護事業
⑹在宅要援護者 ( 老人・障害者等 )

平成26年度事業計画
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１日ボランティア体験募集１日ボランティア体験募集

「ボランティア活動をしてみたいけど、どんな活動があるの？」
「私にできる活動はあるかしら？」

体験期間　平成26年8月1日（金）～ 平成26年9月30日（火）
参加対象　ボランティア活動に興味関心のある人
参 加 費　原則無料（ボランティア活動保険代　300円）
申込方法　希望する活動プログラムの1週間前までにボランティアセンターにお申込み下さい
受付時間　月～金曜日　９:００～１７:００

体験の様子

手話サークル「かけ橋・若松」
手話学習活動の様子

村老人デイサービスセンターしおさい
利用者との交流・外出のお手伝い

うた声サークル虹
自主活動・地域での合唱披露へ参加

子育てサロン
絵本の読み聞かせ・遊びの見守り

村地域活動支援センターあざみ
利用者との交流・作業のお手伝い

朗読ボランティアみみずく
村広報誌の音訳・編集作業

誰でも初めて活動する時は、心細く不安だったりするものです。
そこで、ボランティアセンターでは、登録グループや村内の福祉施設の協力により
「誰でも気軽にボランティア体験」ができるプログラムを準備しました。
この機会にあなたにピッタリの活動を探してみませんか。

への支援事業
⑺生活困窮者への援護活動

７  セーフティネット支援対策事業（地域福祉等推進特別支援
事業・小地域活動推進事業）の実施（受託事業）
⑴相談支援事業（ふれあい地域サポート）
☆�地域住民の生活上の問題等を相談できる場として、心
配ごと相談所を週５日開設し一般相談、障害者相談（ピ
アサポート）、消費者相談事業等を実施

⑵�もっとつながり、もっとやさしく住民のふれあい・交流事業
☆�住民のだれもが、地域でいきいきとした活動ができる
よう住民の方々が自らの手で、それぞれの地域に合っ
た、ふれあい・交流活動を行えるよう援助
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ロン」の推進

②�生き生きふれあい会、お茶飲みサロンレクリエーショ
ン講習会の開催
③ふれあい子育てサロンの実施（週２回）
④子育て講演会の実施
⑤村防災計画について学習会
⑥地域のみんなで支えあう防災講座・実践
⑦職員災害マニュアル学習会　　　　
⑧地域福祉懇談会
⑶感じて動く・動けば変わる福祉力を高める活動事業
☆�ボランティア活動を行う上で住民が身近な地域活動に
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８災害時要援護者避難支援事業の実施（受託事業）
①災害時要援護者（避難行動要支援者）の把握
②災害時要援護者（避難行動要支援者）個別計画の作成
③災害時要援護者（避難行動要支援者）マップの作成
④�災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難支援体制
の構築
⑤�災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難生活支援
体制の整備　　　　
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⑴ボランティア登録、ボランティア活動保険に関する事業
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⑶�ボランティア団体及びボランティア活動協力校連絡会の
開催
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ボランティア活動協力校、生き生きふれあい会、お茶飲
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⑸�ボランティア活動協力校の指定継続及び助成　　　　　　　
　（�村立島袋小学校、村立北中城小学校、村立北中城中学校、
県立北中城高等学校、沖縄三育小学校）
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⑺�福祉施設へのボランティア斡旋及び連絡調整
⑻村民一般、学校等のボランティア活動に関する相互協力
⑼友愛訪問員連絡会の開催
⑽ボランティア交流会の開催
⑾研修会への派遣

10 日常生活自立支援 ( 地域福祉権利擁護）事業の推進
11 緊急時における日常的金銭管理事業の実施
12　村民生委員児童委員協議会との協働活動推進
⑴�民生委員児童委員激励会の開
催（村と共催）
⑵�民生委員児童委員協議会定例
会への参加
⑶�民生委員児童委員協議会諸活動への参加、協力

13　調査及び啓発宣伝活動
⑴社協だよりの発行 ( 年３回 )
⑵ボランティア情報誌の発行（年２回）
⑶福祉まつりの開催（村と共催）
⑷�村広報紙「北中城」及び新聞社の積極的活用　　
⑸�低所得世帯の調査（歳末助け合い配分世帯調査）
⑹�各種週間行事の啓発宣伝（ポスター、チラシ等）
⑺ホームページの活用

14　苦情解決事業の実施
15　  沖縄県共同募金会北中城村共同募金委員会の実施する諸

募金活動への協力
⑴赤い羽根共同募金運動への協力
⑵歳末たすけあい運動への協力�
⑶�諸募金活動への協力（台風、
地震、水害等の災害）

16　その他の事業　
⑴社協の活動資金（自己財源）
確保のための活動
①会員加入促進の取り組み
②社会福祉資金造成事業の実施
③福祉基金の積立
⑵総合社会福祉センターの管理運営　　
⑶福祉バスの管理運営
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１日ボランティア体験募集１日ボランティア体験募集

「ボランティア活動をしてみたいけど、どんな活動があるの？」
「私にできる活動はあるかしら？」

体験期間　平成26年8月1日（金）～ 平成26年9月30日（火）
参加対象　ボランティア活動に興味関心のある人
参 加 費　原則無料（ボランティア活動保険代　300円）
申込方法　希望する活動プログラムの1週間前までにボランティアセンターにお申込み下さい
受付時間　月～金曜日　９:００～１７:００

体験の様子

手話サークル「かけ橋・若松」
手話学習活動の様子

村老人デイサービスセンターしおさい
利用者との交流・外出のお手伝い

うた声サークル虹
自主活動・地域での合唱披露へ参加

子育てサロン
絵本の読み聞かせ・遊びの見守り

村地域活動支援センターあざみ
利用者との交流・作業のお手伝い

朗読ボランティアみみずく
村広報誌の音訳・編集作業

誰でも初めて活動する時は、心細く不安だったりするものです。
そこで、ボランティアセンターでは、登録グループや村内の福祉施設の協力により
「誰でも気軽にボランティア体験」ができるプログラムを準備しました。
この機会にあなたにピッタリの活動を探してみませんか。
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●音訳ボランティア体験　視覚障がい者の方へ、広報誌等の音声を届けるお手伝いをしています。

分野別ボランティア体験プログラム分野別ボランティア体験プログラム

朗読ボランティア
みみずく

村総合福祉
センター

8月25日(月)
9月25日(木) 14:00～17:00 定例会　※村広報誌音声吹き込み作業

日　時グループ名 内　容 場　所

●手話通訳ボランティア体験　手話を通じ、聴覚障がい者の社会参加のお手伝いをしています。
手話サークル
かけ橋

村総合福祉
センター各週（水曜日） 13:30～15：30

手話の学習を通して、
聴覚障がい者と楽しく交流

手話サークル
若松

村総合福祉
センター各週（水曜日） 20:00～22:00

手話の学習を通して、
聴覚障がい者と楽しく交流

手話ダンス
まーい

村総合福祉
センター各週（水曜日） 15:00～17:00

手話ダンス練習をし、
聴覚障がい者と楽しく交流

●施設ボランティア体験　福祉施設でのお手伝いをします。
村老人デイサービス
センターしおさい

デイサービス
しおさい

各週（月曜日～金曜日）
　　  9:00～17:00

各週（月曜日～金曜日）
　　  9:00～17:00

高齢者とのお話相手、付き添い、見守り等
※お昼ごはん持参

村地域活動支援
センターあざみ

ゆいまーる
創造館

利用者(障がい者)の作業のお手伝い
※お昼ごはん持参

●地域ボランティア体験　地域のニーズに応じた活動をしています。
高齢者・障害者
移送サービス

ふれあい
子育てサロン

うた声サークル虹 第2､第4（月曜日）14：00～16：00 うた声活動に参加、準備のお手伝い

ひまわりの会 各週（水曜日） 14：00～16：00 喫茶室、おやつ作りのお手伝い

草の根会 第2､第4（月曜日） 16：30～17：30 オムツあて布カットのお手伝い

村老人クラブ 8月22日（金） 9：00～12：00
9月26日（金） 9：00～12：00

村総合福祉センター広場の
草刈り作業

病院等
公共施設

若松苑

各開催場所

沖縄中央療護園

村総合福祉
センター

村総合福祉
センター

障害者ふれあい
事業

〒901-2303　中頭郡北中城村字仲順451番地（総合福祉センター内）
ホームページ　http://kitanakashakyo.org/　E-mail:kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp

TEL.098‐935‐4520　FAX.098‐935‐4603

北中城村 ボランティアセンター

8月 9日（土） 10：00～14：00
9月13日（土） 10：00～14：00

障がい者との交流、見守り、お手伝い
※室内レクリエーションや野外活動

村総合福祉
センター

スポーツサークル
活動

8月16日（土）14：00～17：00
9月20日（土）14：00～17：00

障がい者との交流、見守り、お手伝い
※運動や体操、ダンス体験等

村総合福祉
センター

各週（月曜日～金曜日）
　　  9：00～17：00

第1（火）福祉センター　（金）和仁屋公民館
第2（火）喜舎場公民館　（金）福祉センター
第3（火）島袋児童館　（金）島袋公民館
第4（火）大城公民館　（金）安谷屋公民館

高齢者と障がい者の移送サービス時
の、お手伝い

親子との交流・見守り、自由遊び
※絵本の読み聞かせ等をしてくれる
　方も募集

（担当 金城、大城）

問合せ・
申し込み先
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ボランティアだより

ひまわりの会　活動年数 15年 !!

活動内容
　喫茶室　おやつ作りボランティア
活動場所
　介護老人保健施設「若松苑」
活動日　毎週水曜日　

舞の会　地域福祉のために !!

活動内容
　琉球舞踊、社交ダンス余興
　舞台披露
活動場所
　村内の福祉施設や行事等
活動日　不定期

手話サークルかけ橋・若松　活動年数 20年 !!

活動内容
　手話学習、村や社協行事、各種団体
　行事等、手話通訳ボランティア
活動場所　村総合福祉センター
活動日　毎週水曜日
　かけ橋　14：00～ 16：00
　若松　　20：00～ 22：00

手話ダンスまーい　新規団体☆

活動内容
　ダンス練習、各種団体施設等
　手話ダンス披露、余興ボランティア
活動場所　村総合福祉センター
活動日　毎週水曜日
　15：00～ 17：00

うた声サークル虹　新規団体☆

活動内容
　村内の地域や福祉施設、行事等、
　合唱披露ボランティア
活動場所　村総合福祉センター
活動日　第２、第４月曜日
　14：00～ 16：00

●北中城村社会福祉協議会　ボランティア登録団体紹介
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平成26年度
ボランティア団体及びボランティア活動協力校助成金交付
　北中城村社会福祉協議会では、平成１４年度から村内で活動するボランティア団体をはじめ、各学
校を対象にボランティア活動を促進させようと助成金の交付を行っています。
　今年度はボランティア団体5団体と、活動協力校に指定された5校へ助成金の交付しました。
　この助成金は、村民の皆様からの寄附金、社協会費等が充てられており、北中城村の福祉向上のために
がんばってもらい、地域での社会福祉活動の充実、ボランティア活動の発展を期待し助成されるものです。
ボランティア団体 ボランティア活動協力校
手話サークルかけ橋 北中城小学校
手話サークル若松 島袋小学校
手話ダンスまーい 北中城中学校
舞の会 北中城高校
ひまわりの会 沖縄三育小学校

　ボランティア活動保険の加入・更新について、北中城村社協でボランティ
ア登録を行った際にボランティア活動保険の加入をお勧めしています！！

受 付 窓 口 北中城村社会福祉協議会（098）935-4520

持参するもの
保険料金
ボランティア団体は団体名簿（団体印鑑）

保 障 期 間
4月1日から〜翌年3月31日まで
※ �4月 1日以降の加入についての保証期間は、加入申し込み手続
きをした翌日から、翌年3月31日までとする。

年 間 保 険 料

基本Aプラン� 300円
基本Bプラン� 450円
天災Aプラン� 460円
天災Bプラン� 690円

ボランティア活動が安心して行えるように !!

草の根会　新規団体☆

活動内容　福祉施設等でのオムツあて
　　　　　布カット、ボランティア
活動場所　沖縄中央療護園
活動日　第 2、第 4月曜日　16:30 ～ 17:30

朗読ボランティアみみずく　活動年数 10年

活動内容　村の広報誌録音
　　　　　伴ネットめいる音訳活動
活動場所　村総合福祉センター
活動日　毎月25日、定例会14:00 ～ 17:00　

12ボランティアだより


