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やってみたいという気持ちが大事 !!

第２０回ふれあいクリンアップ大作戦・防災対策村民講座炊き出し訓練

「やってみたいという気持ちが大事！」第２０回ふれあいクリーンアップ大
作戦が、平成２６年２月９日にしおさい公苑にて行われました。
地域の子どもからお年寄り、また障害のある方々の交流もひとつの目的とし
て実施しており、親子連れや福祉施設・医療機関の職員、利用者の参加も年々
増え継続することで、地域の方々との交流の場になっていることを嬉しく思
います。
今回は、第６回地域のみんなで支え合う防災対策村民講座「災害時用機材炊
き出し訓練」も一緒に行いました。役場産業振興課長の楚南さんを中心に、
赤十字奉仕団・学校給食調理場等の方々の協力のもと、地域の参加者へアー
サ汁を調理し配布いたしました。今後は、大規模自然災害や津波想定の避難
訓練を通し、要援護者を含めた日頃からの地域の見守り体制の強化と、自主
防災組織の立ち上げ等へと繋げていきたいです。



平成25年度　赤い羽根共同募金実績報告
　「じぶんの町を良くするしくみ」のスローガンのもと、平成 25年度赤い羽根共同募金運動が昨年 10月 1
日より、全国一斉に実施されました。今年度は、多くの皆様の協力により、3,018,823 円（達成率117.6%）
の実績を上げることができました。
　この募金実績により、913,000 円が平成 25 年度に県内の老人ホームや障害者福祉施設等へ配分され、
2,105,823 円を村社会福祉協議会の福祉事業に有効に使用させていただきます。地域のみんなで支え合う、
やさしい北中城村を目指してこれからもご支援ご協力よろしくお願いします。

目標額	 2,568,000 円
募金総額	 3,018,823 円
達成率	 117.6％
募金種別
　戸別募金	 2,342 世帯	 1,183,900	円
　職域募金	 17件	 404,087	円
　個人大口募金	 	249 件	 359,036	円
　法人大口募金	 132件		 921,364	円
　学童募金	 4校	 138,031	円

《学童募金》　　　4 校　　　138,031 円
　沖縄三育小学校	15,000 円
　島袋小学校	 57,573 円
　北中城小学校	45,458 円
　北中城中学校	20,000 円

北中城小学校 島袋小学校

三育小学校 北中城中学校

《戸別募金》　2,342 世帯　1,183,900 円
字　名 世帯数 金　額（円） 字　名 世帯数 金　額（円）
喜舎場 232 116,000 瑞慶覧 39 19,500
仲　順 211 105,500 石　平 78 39,000
熱　田 249 124,500 安谷屋  309 154,500
和仁屋 118 59,000 荻　道  101 50,500
渡　口 112 56,000 大　城 74 37,000
島　袋 648 321,900 団　地   69 34,500
屋宜原 102 51,000 美　崎   30 15,000

《職域募金》　　18 件　　　　404,087　円
職　　場　　名 金　額（円）

1 北中城村役場 92,110
2 中城北中城消防本部 12,000
3 北中城村商工会 2,500
4 特別養護老人ホーム愛の村 10,500
5 特定医療法人アガぺ会 100,000
6 沖縄中央療護園 49,000
7 屋宜原病院職員一同 17,882
8 島袋小学校 10,000
9 北中城小学校 14,819
10 百登保育園 12,500
11 沖縄ろう学校 23,000
12 沖縄県農業協同組合北中城支店 14,000
13 村老人クラブ事務局 1,000
14 村社会福祉協議会 24,576
15 あやかりの杜 6,500
16 ソーシャルワーク専門学校 6,000
17 琉球銀行北中城支店 2,000
18 沖縄警察署 5,700

2



《大口募金協力者》　法人　個人　団体
金　額（円） 氏　名　　　　又は　　団　体　名

61,337 1 件 喜屋武正一

50,000 1 件 医療法人新緑会屋宜原病院

30,000 1 件 宮城電気管理事務所

28,625 1 件 （資）屋宜原自動車整備工場

26,513 1 件 眞榮城守見

26,085 1 件 喜多仲

20,000 2 件 楽邦寺　　丸正印刷㈱

15,000 1 件 理想沖縄株式会社

12,000 1 件 フィールドコミュニケーションズ

10,000 33 件

㈲名嘉真製菓本舗  ㈱協和テクノロジー　普天間自動車学校　㈱沖永開発　
パブラウンジエメラルド　不二宮工業㈱　北中衛生　中村家　㈱喜納一工業　有限会社美工開発　
㈲向陽技建　㈲大市内装工業　三善建設株式会社　株式会社 EM 研究機構　
琉球料理の店カナ　㈲トォーラス　
EM ウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル & スパ　琉球料理の店心花　
砂川恵喜税理士事務所　㈲ヤマウチ設備  大西テェラスゴルフクラブ　アゲダ空調食品設備㈱　
㈱国際ビル産業　㈲産建開発　㈱興洋電子　㈲明城建設　アリス幼稚園　沖縄ホーチキ㈱　株式
会社富士建設　大同火災代理店オーシャン　沖縄県農業協同組合北中城支店　
沖縄トヨペット株式会社中部店　株式会社小渡商会

9,976 1 件 ゆたかやそば

6,000 1 件 ㈲メイコー事務機

5,000 62 件

オパス株式会社　大永建設株式会社　喜舎場モータース　㈲城間工業　GEA 保険会社　
ライカム時計店　赤道印刷　沖縄県中古自動車販売協会　中華食堂パンダ　創建株式会社　
きな薬局　照屋自動車整備工場　ゆうなタクシー㈱　中部リースキン　生田タイル　
㈲比嘉重機　大水産業　㈲クボタ設備工業　㈲島設備　北中水道工事社　林設備　
熱田スーパー　㈲文正堂　株式会社前田開発　㈱大我組　㈲緑土産業　オーシャンペット　レー
ントゥセントラル　㈲三友工務店　比嘉則雄税理士事務所　㈱南星　若松オート　
政重機土木㈲　 三協電設株式会社　㈱サザンヴィレッジ　城徳寺　
㈱ジムキ文明堂 あおぞら整骨院　㈲ Oshiro 設計　㈱プラタナスイデア　城北警備保障㈱　
㈲双葉アルミ工業　峠の茶屋　金秀工業　有限会社おおば　㈱琉球保安警備隊　
アゲナ建築設計事務所　株式会社シンコウリース 山内商事　和食樂　インテリア日装　
㈲海邦造園　株式会社サンコー 　株式会社福徳産業　㈱テクノ工業　㈱総合設計玉城　
砂辺松福テント株式会社　リオスタジオ　ガレーヂ TOMO　新垣善春　辺土名寿男　匿名

4,500 1 件 ㈲親富祖工業

4,147 1 件 花  時

4,131 1 件 株式会社創設備

3,900 1 件 安心消毒サービス

3,000 17 件

あさひヶ丘保育園　(合)ライカム自動車整備工場　どんどん亭　㈱チェリーペーパー　
㈲アスカ商事　城まんじゅう　米須自動車修理工場　中部自動車サービス  大城鉄筋工業　
米須商店　ブエノチキン普天間店伊佐常重　㈲ブロッサム　ヒーリングスペース SunMi-yu　
ちゅら縁かいな　東江ポンプ　㈲三和商事北部営業所　新垣芳子　
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金　額（円） 氏　名　　　　又は　　団　体　名

2,000 17 件
伊佐眞治　伊佐常助　浦崎政善  玉城和子　仲座照江　与儀正徳　与儀孝　パークサイド児童学園　
喜納徳一郎　比嘉初子　玉城和則　喜舎場美容室　㈲新興設備　㈲丸栄電気水道工業　
オーシャン事務用品　沖縄ゼロックス　ごきげんリハビリクリニック

1,186 1 件 匿名

1,000 喜舎場 36 件

安里昌榮　安里重子　安里一三  安里初恵　安里清子　安里浄治  安里要江　安里正一  安里政紀　
安里義貞　安次富長幸　比嘉温子  喫茶店 U  三郎すし　仲泊商店　キットコーポレーション　
産機サービス沖縄㈱　比嘉佐智子　照電気工事社　比嘉章光　安里キヨ　比嘉洋子　安里昌次郎　
安里茂信　安里成徳　ヘアーサロンロヂーナ　中村長健　照設計　ミラードリッチ　Sr-hair　
安里正彦　安里三雄　仲泊兼徳　仲泊兼康　大城美智子　安里吉友

1,000 仲順 22 件
安里洋　奥間一男  大田透　押川電気  比嘉悟　山城幸子　我如古幸明  仲本善通　比嘉成市　
比嘉増栄　比嘉美鶴　比嘉為茂　比嘉幸吉　比嘉弘明　井恵樹家　食堂喜納島　
ベーカリーハピネス　仲本寿美江　比嘉金物店　安里整骨院　大田輝子　豊原美和子

1,000 熱田 20 件
熱田つりぐ店  安里チヨ子  アキ子美容室　大城勇一　大城ヤス子  喜納宏　島袋善儀　城間康弘　
玉城商店　徳山トシ子  大城永信　金城秀安　大城律也　名幸宏明　名幸律子　山城トモ子　
具志堅春美　喜納由美　安里栄信　安里春美

1,000 和仁屋 17 件
大城富士子  北中自動車整備工場  比嘉進　比嘉昭  比嘉勲  比嘉勝子  比嘉清文  比嘉政子　
屋我洋子　真栄城守見　真榮城千代　真栄城守明　比嘉清喜　天久恵奈美　伊佐永仁　比嘉俊雄　
天久朝和

1,000 渡口 14 件 大城加代  大城常弘  幸地改一　名幸房男　とりよし弁当  ヘヤーサロン、デ、ジャヴ　
宮城シズエ　宮城博　中尾房子　玉城流七扇常の会　伊佐信栄　大城良一　島袋輝子 城間理文

1,000 島袋
 比嘉　29 件

比嘉英順　比嘉洋子　宮城恵子　富永みさ子　前田郷美　中村初子　比嘉光江　喜屋武照子　
カットハウス CUEUR　岩盤浴天の川　クプル  比嘉盛一　喜屋武薫　比嘉正仁　北島商事　
ヤマデン　グッドラック　島袋ストア　知名フミ子　中部宝石　ヨギ電装　 jiji cafe　比嘉正儀　
山田春美　南山　MK 自動車整備工場　フラワーショップ春らんまん　パーラーピノキオ　
パーラーたえちゃん

1,000 屋宜原 8 件 安里昌盛  大城トヨ  勢理客宗一  新垣善喜　瑞慶覧朝勇　伊集守吉　伊集守明　浦崎実

1,000 瑞慶覧 10 件 仲村喜正  仲村武雄  仲村ハル子  比屋根良信  又吉盛繁　森田孟則  森田孟治  与儀真一　
與儀利枝　與儀光男

1,000 石  平 8 件 新垣進市  新垣善市  新垣美枝子  新垣善彦　稲嶺盛律　新城春雄  山内武春　仲間勝子

1,000 安谷屋 26 件

安里幸男  安谷屋スーパー  新垣健雄　新垣盛孝　井上治　金城直秀　金城直義　金城昌吉　
佐藤充好　仲松健  仲松洋　比嘉得正　比嘉日登美　比嘉光雄　比嘉守光　比嘉ヤス子　比嘉洋子  
比嘉善信　比嘉直秀　宮城永昌　宮城ヒロ子　宮城正子 宮城米子　恵工務店　山内米廣　
美容室ラポール

1,000 荻道 20 件
安里永一  安里修  安里きよ  安里邦雄  安里俊明　安里秀雄　安里広隆  城間正子　比嘉仁子　
松本文夫　松本隆　比嘉美智子　新里均　大城久勝　大越守　平田保　安和守武　世名城盛進　
安里盛善　金城清正

1,000 大城 19 件
安里信子  安里誠晁  安里弘  安里正一　新垣真一　新垣商店　久高靖  小藪裕延  仲村政啓　
外間清子　外間裕　安里吉明　タマキオート　花緑園比嘉克也  比嘉静江　桃原敏　川上辰雄　
新垣公子　さーふーふー中村秀子

1,000 県営北中城団地 1 件 伊野波盛敏

1,000 美崎 2 件 大城正廣　玉城勉　

12,405 1 件 役場銀行窓口募金箱
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平成25年度　歳末たすけあい実績報告
　昨年 12月 1日より実施されました歳末たすけあい運動にご理解をいただき、誠にありがとうございました。今年度も
「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに地域のみんなが、明るく楽しいお正月をすごせるように歳末
たすけあい運動を実施いたしました。
　皆様のあたたかいご協力により 1,292,062 円（達成率 99.4%）の善意が寄せられました。なお、この義援金は村社会
福祉協議会を通して村内の生活に困っている方や体の不自由な方、ひとり暮らしや寝たきりのお年寄りの方に楽しいお正
月を迎えていただけるよう年末激励金とし、村民生委員児童委員を通してお届けいたしました。毎年の変わらぬご協力に
対しお礼申し上げます。

目	標	額	 	 1,300,000	円
募金総額	 	 1,292,062	円
（前年度繰越金）	 	 1,771,151	円
（次年度繰越金）	 	 1,855,213	円

達成率	 	 99.4%

募金種別
戸別募金	 2,489 世帯	 752,000	円
職	域		募	金	 8 件	 36,110	円
個人大口募金	 3 件	 40,072	円
法人大口募金	 60 件	 448,762	円
その他	 	 15,118 円

《大口募金者》　法人　個人　団体   63 件     488,834 円
金　額（円） 氏　名　　　　　又は　　　　団　体　名

20,245 1 件 屋宜原少女ソフトボールチーム OB 会
20,000 3 件 ㈲島設備　楽邦寺　北中衛生
14,827 1 件 眞榮城守見

10,000 22 件

㈲向陽技建　㈱喜納一工業　㈱沖永開発　東洋電気工事㈱　㈲三工電設　㈲協建　㈲トォーラス　
㈱沢建設　㈲明城建設　㈱沖縄神洋ペイント　仲本建設㈱　㈱翔和建設　不二宮工業㈱　株式会社沖縄建設技研　沖
プライ商事㈱　㈲新技術開発　朝日建設コンサルタント　㈱アジア技研　㈱大洋土木コンサルタント　
㈱双葉測量設計　基技研琉球建設コンサルタント㈱

7,581 1 件 （資）屋宜原自動車整備工場
7,181 1 件 ゆたかやそば　

5,000 29 件

㈲双葉アルミ工業　あすもり建設コンサルタント　城間康栄　㈲一心土木設計事務所　㈱ウイング総合設計　
㈱中建設計コンサルタント　沖成コンサルタント　㈲海邦造園　㈱沖橋エンジニアリング　㈱大興建設　
㈱協和建設コンサルタント 上城技術情報㈱　琉幸建設㈱　大永建設株式会社 　㈲大日土木　㈱南城技術開発
㈱長谷部建築研究所 　㈱日興建設コンサルタント　㈱プラタナスイデア　㈲長浜建設　㈲中島工業
パブリックコンサルタンツ　㈱丸松建設　株式会社南伸　㈲システムエッグ　㈱丸島建設コンサルタント
アザマアンドカンパニー　ガレーヂ TOMO　匿名

4,000 1 件 新里建築設計事務所
3,000 2 件 ㈱ワールド設計　　T・武岡建築設計室　
2,000 2 件 ㈱パスコ　興洋エンジニアリング

≪その他≫            1 件   15,118 円
職場名 金額（円）

1 募金箱（北中城村社協） 15,118

《戸別募金》　　　2,489 世帯　  752,000 円
字　名 世帯数 金　額（円） 字　名 世帯数 金　額（円）
喜舎場 239 71,700 瑞慶覧 47 14,100
仲　順 221 67,000 石　平 84 25,200
熱　田 256 76,800 安谷屋 344 107,700
和仁屋 116 34,800 荻　道 119 35,700
渡　口 135 40,200 大　城 71 21,300
島　袋 643 193,300 県営北中城団地 73 21,900
屋宜原 111 33,300 美  崎 30 9,000

≪職域募金≫            7 件   36,110 円
職場名 金額（円）

1 老連役員職員一同 5,000
2 村老連琉舞サークル  5,000
3 村老連民踊サークル　 5,000
4 村老連大正琴サークル 5,000
5 村老連古典音楽サークル 5,000
6 村老連社交ダンスサークル 5,000
7 沖縄銀行 3,125
8 琉球銀行 2,985
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平成 25 年度歳末たすけあい義援金配分報告

①生活困窮世帯へ
　対象世帯40世帯　　123人
　支給総額　683,000 円

②心身障害者（児）へ
　対象人数　24人
　支給総額　360,000 円

③ひとり暮らし老人へ
　対象人数11人
　支給総額　165,000 円

《　配分総額　　1,208,000 円　》

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25年10月9日〜平成26年3月7日）
▼仲順４１５　玉城キク様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼熱田２９１　喜納徳賀様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼和仁屋１４１－２　眞榮城守見様
母マツエ様カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼屋宜原５３２　呉屋久治様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼安谷屋８４－１　比嘉武繁様
安谷屋 253　母シズ様のカジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼島袋１４４　比嘉千代子様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼渡口９６　比嘉八重様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼島袋３２３　與儀武夫様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・５０，０００円の寄付
▼安谷屋２４５番地　比嘉スエ様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋219番地　宮城フミ様
カジマヤー祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼喜舎場８　安里サチ子様
故夫　長健様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋２５０　新垣健雄様
故母　良子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼和仁屋５９　比嘉カズ子様
故子　一志様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・１００，０００円の寄付
▼熱田２０７０－３県営北中城団地１０２　神谷淳次様
故妻　みゆき様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・５０，０００円の寄付
▼荻道２７３　比嘉美智子様
故夫　功様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼荻道２９　比嘉和枝様
故夫　松弘　様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼島袋374番地　喜納昌助様
故妻　フジ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋２１９４番地　楚南兼勇様
故母　ヨシ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋１９６番地　宮城安一様
故母　ハル様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋１８３番地　山内米春様
故妻　トミ様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼仲順41番地　我如古幸明様
故妻　美千代様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼渡口29番地　大城勲様
故姉　敏子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼屋宜原515-2番地　大城盛一様　
故娘　聡美様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋150番地　金城芳子様
故義母　ツル子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼大城209番地　池間栄子様
故息子　均様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・５０，０００円の寄付
▼荻道191番地　安里昇様
荻道 86番地　故妹　佳子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼島袋婦人ボランティア草の根グループ代表
　伊波恵美子様
古紙回収収益の一部として
・・・・・・・・・・・・・１０，０００円の寄付
▼渡口１８６７番地　宇栄原富美子様
社会福祉事業のための寄付
・・・・・・・・・・・・・・２，０００円の寄付
▼荻道２７５－１番地　SDA北中三育教会様
社会福祉事業のための寄付
・・・・・・・・・・・・・１０，０００円の寄付
▼うるま市字具志川２０３８　（有）南誠社様
社会福祉事業のための寄付
・・・・・・・・・・・・・５０，０００円の寄付
▼喜納スミ子、比嘉幸子、上原奈津美様
社会福祉事業のための寄付
・・・・・・・・・・・・・・５，０００円の寄付
▼喜舎場229-1東栄アパート303　岩永春男様
激励会のお礼として
・・・・・・・・・・・・・１０，０００円の寄付
▼安谷屋2206番地　出店者　古堅加代子様
第 6回ひまわり IN北中城収益金の一部
・・・・・・・・・・・・・・７，０００円の寄付
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村社会福祉協議会へ寄付
平成 25年 12月 20 日（金）沖縄県中古自動車販売協会（金城光宏
会長）より、寄付金 10万円を頂きました。
毎年開催されている交通安全啓蒙、福祉団体等への寄付を目的とし
た、チャリティキャンぺーンのぼり差益金・会員窓口募金・各支部か
ら寄附金・オークションでの募金等の浄財によるものです。

平成 25年 12月 24日（火）社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会
（喜屋武会長）より寄付・地主連合会寄付金 30万円をいただきました。
本会をはじめ、県内6社協、2団体へ総額3,600万円が贈呈されました。

平成 26 年 3月 14 日（金）株式会社上門工業より当法人が行う社
会福祉事業への寄付金として 50万円を頂ました。

地域活動支援センターあざみ成人式
平成２６年１月２２日（水）地域活動支援センターあざみにて成

人式が行われました。成人者の安里義智さんと城間美早紀さんは、
緊張しながらも皆の拍手に嬉しそうな表情を浮かべていました。
利用者・職員のダンス、エイサーの余興、と城まんじゅうから頂

いた記念品の贈呈、琉球大学のボランティアの参加もあり、盛大な
式典となりました。参加された保護者が感激して、涙する場面もあ
りました。ご成人おめでとうございます。

ふれあい福祉交流会　第 10 回ボッチャ大会
１２月の障害者週間にちなんで、地域のちびっ子からお年寄り体
に障害のある方々すべてが楽しめるスポーツ「第１０回ボッチャ大
会」を１２月２１日（土）に県総合運動公園レクリエーションドーム
で開催いたしました。
ボッチャ競技はパラリンピックの正式種目でカーリング競技に似

ています。今大会の参加チームは３３チームで、村内の方々はもと
より北は今帰仁村、南は与那原町からの参加がありとても賑やかな
大会になりました。今後もボッチャ競技の普及と地域の皆さんが交
流を通して参加出来る大会を継続していきたいと思います。

JU 沖縄様

軍用地等地主会連合会様

上門工業様
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老人デイサービスセンターしおさい　第 10 回利用者交流会
平成２６年２月７日（金）『第１０回しおさい利用者交流会』しおさい交流会１が開催されま

した。今回は１０回記念にあたって、数々の余興や表彰等のプログラム内容が組まれており、毎
回激励の挨拶に来てくださる新垣邦男村長も、長寿の村北中城の理由の一つに「老人デイサービ
スセンターしおさい」の存在があるとの認識をもたれているようでした。また、民生委員児童委
員の皆さんやボランティアの方々のサポートのおかげで、利用者も
安心して参加することができました。
表彰では１０年間しおさいへ通所して頂いた利用者の方、余興で

は各事業所職員、利用者始め、玉城流玉扇会・屋良節子琉舞道場方々
による琉球舞踊、愛の村デイサービスセンター職員、喜屋武均さん
が歌＆三味線等で会を盛り上げでくれました。最後に座喜味攻主任
が、「大勢の参加協力のもとで交流会・日頃のしおさい活動等が出
来ています」と感謝の気持ちを伝えていました。

レクリエーション講習会
いつまでも住み慣れた地域で生きがいをもって楽しく生活でき

ることを目的にお茶のみサロンやいきいきふれあい会が開催され
ています。
健康のため楽しみながら体力アップを図れる講習会を開催し、

各自治体に持ち帰り楽しく活動できることを目的に開催しました。
講師に元宝塚歌劇団で活躍したこともある池内美舟さんを講師に脳を刺激するストレッチ。曲に合

わせて楽しくダンスで体を動かしました。参加者はみんな疲れたけど楽しかったと好評でした。

一人暮らし世帯等の防火巡回訪問
平成２６年春の火災予防運動の一環としてひとり
暮らしのお年寄り世帯等の把握と防火安全指導を目
的に消防職員、消防団員、民生委員の立会のもと平
成２６年３月３日に行われました。
点検箇所は、電気配線、台所、外に取り付けられ
ているガス、ボイラーなど、細かく点検して頂きま
した。「これで安心」と点検してもらった方は、喜ん
でいました。

8



ボランティアだより

　団体、個人ボランティアが一堂に参加するこ

とで「交流、親睦、情報共有、活動促進、啓発」

を図ることを目的に平成 26 年 2 月 14 日にボ

ランティア交流会が開催されました。舞の会に

よるすばらしい幕開けに始まり、童謡サークル

と手話サークル合同で「合唱手話余興」、また

全体で餅つきが行われみんな楽しく交流しまし

た。

　みんなが活動内容やひとを知ることによって

新しい結びつきや活動がでて、今後ボランティ

アが増えて楽しく有意義な活動ができること期

待し、幕が閉じました。

●ボランティア交流会

おかげさまで総合福祉センター周辺がい

つもきれいです。ありがとうございます。

各字老人クラブの皆さんに感謝です。

毎週第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。

	 11 月	 和仁屋老人クラブ
	 1月	 島袋老人クラブ
	 2月	 屋宜原老人クラブ

2月

1月

感謝＼（＞∀＜）／感謝感謝＼（＞∀＜）／感謝

11月
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平成２５年１１月２６日子育てサロン（大

城公民館）の時に、子育て支援センターの

職員が出前支援で小麦粉ねんど遊びをして

くれました。親子で一緒に作成し、クリス

マス飾りのデザインやそれぞれ個性のある

形のねんどが出来上がりました。参加した

親子にも喜んで頂き、充実した時間を過し

ました♪

北中城村内のボランティア及びボランティ

ア活動協力校が、日頃のボランティア活

動状況をパネル展示会を通して地域住民の

方々に報告し、ボランティア活動の輪を広

げるきっかけとなることを目的に開催して

います。平成２６年１月３１日～３月１４

日の間で場所は村内の琉球銀行、沖縄銀行、

ＪＡおきなわ、村役場、中央公民館、福祉

センターの順で展示しました♪

平成２５年１２月１０日・１３日の二日間にわた

り、傾聴ボランティア養成講座を開催しました。

講師に沖縄大学教授の宮城能彦さんに来て頂きま

した。講座内容としては聴き方の技術の前に、・傾

聴ボランティアをする時の心掛け・なぜ傾聴ボラ

ンティアが大切なのか傾聴を日常で活かす！等の

講義をして頂きました。講座参加者は、日頃から

地域ボランティア活動をされている方々が多く「今

後の活動に役立つ」「とても面白く勉強になった」

「傾聴ボランティアをやってみたい」等の声を頂き

ました。

●傾聴ボランティア養成講座

●ボランティア活動移動パネル展

●子育てサロン出前支援　小麦粉ねんど遊び
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ボランティアだより

平成２５年１０月１８日　北中城小学校４年

生（１２９名）福祉体験を行い、講師に比嘉信

子さん（沖縄福祉教育研究会福祉教育コーディ

ネーター）・夫の比嘉秀則さんに来て頂きまし

た。体験内容は、信子さん講話、アイマスク折

り紙、誘導学習、点字学習、ＤＶＤ学習（幸せ

いっぱいの町）でした。生徒の皆さんは、初め

ての体験に戸惑いながらも一生懸命学習してい

ました。体験終了後、生徒からは「目の不自由

な方の気持ちが、少し分かった気がする」等の

感想も出ていました。

平成２５年１０月１６日　島袋小学校３学年、

１１月２７日　島袋小学校４学年福祉講話・車

いす体験学習を行いました。講師に玉城敦司さ

ん、島袋健一さん、上原奈津美さんに来て頂き、

インタビュー形式の講話で沢山の質問があり学

びの多い時間になりました。体験終了後は交流

給食会のおもてなしもして頂き、とても有意義

な時間を過ごすことが出来ました。

●北中城小学校アイマスク・点字体験学習

●島袋小学校車いす体験学習
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ボランティア絵画サークル「ピアアート」参加者募集！
ボランティア絵画サークル「ピアアート」参加者募集！

～絵を描く事で交流を深めてみませんか？～
・�絵画制作活動を通じて心の充実をはかり、交流する事ですこしでも生活に豊かさが出れば、と思います。
・�絵に興味のある方、ハンディキャップをお持ちの方。　アドバイザー　宮城秀光（ピアアート）
※参加希望者が集まれば、活動日程等を決めてスタートします。

傾聴ボランティア（ゆんたく）
地域で１人暮らしの高齢者の方や、福祉施設利用者の傾聴ボラ
ンティア（ゆんたく）を募集しています！

福祉施設でのお手伝い
内容：施設入居者のオムツあて布をカット　　　　場所：沖縄中央療護園

人数：１人～　　　　　　　期日：月曜日～土曜日（ボランティアの都合に合わせます）

　　☆お気軽に連絡下さい♪

日用大工・草刈り清掃ボランティア
～あなたの力を貸してくださいm(__)m

地域で一人暮らしの高齢者や障害があって体が動かせない、金銭的に苦しい等困っ
ている方々の、日用大工や自宅修繕・草刈り清掃等をしてくれるボランティア�����
を募集しています。

音訳ボランティア♪
あなたも一緒に活動してみませんか？
音訳ボランティア『みみずく』では、一緒に活

動する仲間を募集しています。

あなたの声で情報を届けてみませんか？視覚障

害の方へ村広報誌「声の広報」を届けています。

◎主な活動◎

　・毎月25日定例会（村広報誌音訳ページ決め）

　・広報の録音　・伴ネットめいるの音訳

童謡ボランティアサークル
～未経験の方も大歓迎です～

私達と一緒に歌って楽しみませんか？団員
皆で楽しんで活動しています♪いつでもお
待ちしていま～す☆
◎主な活動日◎
第 2・第 4（月曜日）14:00 ～ 16:00
場所：��北中城村総合社会福祉センター　リハビリ室
※�ピアノ伴奏・合唱指導してくれるボラン
ティア募集もしています！！

ボランティア大募集 !!

北中城村社会福祉協議会ボランティアセンター
Ｔｅｌ　098-935-4520　　（担当　金城）
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