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瑞慶覧自治会
「生き生きふれあい会事業」開始！！

　地域で支え合う体制づくりを目的に平成 7年度から始まった「生き
生きふれあい会事業」。現在 12 自治会まで広がり、毎月 1回活動し
ています。今年度より瑞慶覧自治会が加わり、これで全自治会でこの
事業が行われることになりました。
　瑞慶覧自治会の森田眞喜子自治会長が中心になり民生委員や地域ボ
ランティアの協力のもとに活動を開始。第 1回目の開催日にはウチ
ナーグチの会から比嘉佐智子さん、平安のり子さんがボランティアで
参加。紙芝居やレク体操などでみんなを楽しませました。これからは
毎月の楽しみも一つ増え、地域のみんながますます元気になるように
がんばってほしいと思います。



「北中城村障害者地域活動支援センターあざみ」の紹介
「あざみ」ってどういう場所？

　「北中城村障害者地域活動支援センターあざみ」は村内に住んでいる障がい者を対象に、作業訓練
や生活訓練等の日中活動、相談支援、社会参加（レクリエーション）の機会を提供し、障がいを持っ
ていても住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう支援する福祉施設です。また、多くの人が利
用できるよう必要に応じて送迎も行っています。
主な活動内容は？

☆生産活動：①「ＥＭ石鹸、ボカシ作り」
　　　　　　②「手工芸（エコクラフト）」　
　　　　　　③公園清掃作業　④園芸作業　⑤福祉センター清掃
☆創作活動：①陶芸作品作り　②調理実習（毎月1回）　
☆社会参加活動：レクリエーション（毎月1回）
☆相談支援：生活相談、悩み相談、福祉サービス情報提供等）
【開所日】　月曜日～金曜日　　　【利用時間】　午前9時～午後4時
【休所日】　土・日・祝日・慰霊の日・年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
【利用方法】　村役場福祉課又はあざみに相談→体験利用→利用手続き→利用
【お問合わせ】　（住所）北中城村字渡口457番地の 3（浄水ポンプ場隣り）
　　　　　　（電話）９３５－５９５５
♪施設見学、福祉相談、ボランティア活動も随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください♪

老人デイサービスセンターしおさい
　北中城村老人デイサービスセンターしおさいでは、村内の介護保険サービス対象外高齢者の生き
がいと社会参加を促進します。家に閉じこもりがちな高齢者にしおさいを活用してもらい、通所に
よる各種サービスを提供することで社会的孤立感の解消、自立生活の助長を図ることを目的として
います。 6月には、外出（ピクニック）を行ないました。

利用希望者も

募集中で～す!!
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親子で習字講座
　平成２６年７月２７日、日曜日に村総合社会福祉センターにて、一人親家庭を対象に「親子で習
字講座」を開催しました。今年も新里和恵氏を講師に、親子でおりがみ、筆を使い「うちわづくり」
をとおして親子がふれいあいながら楽しいひと時を過ごしました。

子どもと老人の集い

　平成 26 年 7 月 30 日、金曜日に総合福祉センターレク
リェーション室にて「子どもと老人の集い」が行われました。
　この事業は、お年よりと児童とがふれあい、交流をとおし
て子どもたちに「思いやりの心」、「福祉の心」を育む目的で
毎年行われています。
　今年は「ビーズ（ぶどう、ごーやー）ストラップ」作りを
とおして交流を図ろうと計画され、10自治会から子ども36
名。お年よりに民生委員をあわせた 40名。合わせて 76名
が参加しました。講師の仲田美和子さんとビーズサークルの
メンバーに作り方を教えていただきました。
　お年寄りも児童もみんな集中して、できないところは年
齢など関係なくお互いに教え合いながら一生懸命に取り組
み、楽しみながら交流しました。

村敬老会
　平成26年 9月 4日、木曜日「平成26年度敬老会」が行われ、73歳以上の方々を対象に、中央
公民館で開催されました。主催者の挨拶から始まり、舞台では、百登保育園児のエイサーや北中城
村地域活性化キャラクター、ぺーちん、ゆくりん、まーいの「ＫＩＴＡＮＡＫＡＬＯＶＥ」を園児
と一緒に踊り会場を盛り上げていました。
　対象者の方々も年々増えてきて、参加されている皆様が終始笑顔の敬老会となりました。
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心温まる手作り味噌ありがとう
　平成２６年９月４日、木曜日「村内の一人暮ら
し高齢者、高齢者世帯に手造り味噌を贈ろう」と
JAおきなわ北中城支店の仲本哲支店長と女性部
の大城淳子部長、金城美奈子副部長より140個、
重さにして 105kg もの手造り味噌が村社会福祉
協議会の大城盛次郎会長に寄贈された。この手造
り味噌の寄贈は、毎年行われており今年で17回目。
寄贈された手造り味噌は各自治会の民生委員、自治
会長を通じて届けられました。

北中城村災害時要援護者避難支援事業
　村では災害時にご自身で避難することが困難な方や何らかの手助けを必要とする方の避難方法を
地域の方々と共に考え、手助けしていくため避難支援事業を実施しています。避難することに不安
を感じたり手助けが必要だと感じる方は村役場か村社会福祉協議会へ連絡して下さい。詳しいこと
は、どうぞお気軽に下記の電話番号へお問合せください。

（役場福祉課）　☎９３５－２２３３　　FAX９３５－５８９９
（社協）　☎９３５－４５２０　　FAX９３５－４６０３

・防災豆知識
　『遠くの親戚より近くの他人』という言葉がありますが、災害時
は全くそのとおり！！実際、大きな災害（地震や火災など）が
起こった時には被害がたび重なり消防・警察などの行
政支援のみでは人手不足が予想されます。そんな時、
災害現場での手助けで頼りになるのが、『ご近所の
方々』です。普段からお互いに顔が見えるお付き合
いをしていれば災害時には心強いですね♪

　おかげさまで総合社会福祉セン
ター周辺がいつもきれいです。
　毎月第４金曜日各字老人クラブのみな
さんが持ち回り村総合社会福祉センター
周辺の草刈り作業をして頂いています。

6
月 

大
城
老
人
ク
ラ
ブ

8
月 

仲
順
老
人
ク
ラ
ブ

7
月 

喜
舎
場
熟
年
ク
ラ
ブ

9 月 
熱田かりゆし会

☆いっペーにへーでーびる☆

奉仕作業ありがとう!!
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第３回しあわせのおすそ分け（フードバンク）報告

　平成２６年８月１１日～８月２５日までの期間で協力を呼びかけました「フードバンク事業」は
個人、団体よりたくさんのご寄贈をいただきましてありがとうございました。寄贈された品物は、
村内の生活に困窮している家庭に提供いたしました。村社会福祉協議会では随時、受け付けており
ますので何かありましたらご協力お願いいたします。（電話をいただけましたら取りに伺います）

お歳暮・お年賀企画　法外援護活動事業

一品からでも大歓迎です!!
北中城村ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ運動はじめました♪

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 6月 10日〜平成26年 10月 9日まで）

▼和仁屋59番地　比嘉カズ子様
社会福祉事業のために寄付
・・・・・・・・・・・・・２６，４６３円の寄付

▼合資会社屋宜原自動車整備工場様
社会福祉事業のために寄付
・・・・・・・・・・・・・２５，５１８円の寄付

▼喜多仲様
社会福祉事業のために寄付
・・・・・・・・・・・・・１１，１５８円の寄付

▼匿名希望
社会福祉事業のために寄付
・・・・・・・・・・・・・・・ ５９５円の寄付

▼喜舎場148番地　安里清吉様
安里ヒデ様のカジマヤー祝い記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼石平2150番地　新垣カメ様
カジマヤー祝い記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付

▼喜舎場116番地　安里洋太郎、安里淑子様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・１００，０００円の寄付

▼島袋160番地　比嘉ウサ子様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼島袋363番地　伊波喜正様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
▼安谷屋814番地　宮城静子様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付
▼荻道3番地　安里文様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付

▼島袋41番地　比嘉富子様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付

▼島袋132番地　比嘉光子様
米寿祝記念として
・・・・・・・・・・・・・２０，０００円の寄付

▼仲順382番地　宮城政子様
故夫　盛孝様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・１００，０００円の寄付

▼島袋363番地　伊波喜正様
故妻　光子様の香典返しとして
・・・・・・・・・・・・・３０，０００円の寄付
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子育て講演会

☆だっこ紐ベビーダンス☆
　平成２６年６月１３日、金曜日に村総合社会福祉センター
で子育て講演会「だっこ紐ベビーダンス」が開催されました。
講師に「からだ生き生きスタジオ」インストラクターの高良
順子さんをお招きし、子育て中の親子の身体への気遣い等の
講話をしていただいた後に軽いストレッチから、だっこ紐を
使って赤ちゃんと一緒にできるダンスやボール、タオルを使っ
た体操を教えてもらいました。みんないい汗をかいて爽快な
気持ちで講演会を終えました。

☆こどもの急な発熱について☆
　平成２６年７月１日、火曜日に村総合社会福祉センターで子
育て講演会「こどもの急な発熱について」と題して講演会が
開催されました。講師に中部徳州会病院小児科医の長田博臣
先生をお招きしインフルエンザや流行の病気。痙攣した時の
対処法などの専門的な話をしていただきました。参加された
母親達から多くの質問にも答えて下さり、子育てに役立つ情
報が盛りだくさんで有意義な時間になりました。お忙しい中、
時間をつくって講演していただいた長田先生、同行していた
だいた事務局の新垣さん誠にありがとうございました。

☆親子で楽しむリトミック体験☆
　平成２６年９月９日、火曜日に喜舎場公民館にて「親子で
楽しむリトミック体験」が開催されました。講師に野村直子
さんをお招きし指導していただきました。持参したキーボー
ドを自ら弾きながら親子でスキンシップを通した、ダンスや
パネルシアターなどといった多種類のリトミック体験を行っ
ていただきました。みんな楽しくアッという間に２時間が過
ぎて笑顔のうちに終了しました。
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保育士出前支援

しゃぼん玉♪とんだ♪
　平成２６年７月１１日、金曜日に村総合社会福祉センター
にて「シャボン玉遊び」を子育てサロン事業で行いました。
この時は子育て支援センター職員にも来ていただき、幼児に
遊び方を教えてもらいながら一緒に遊びました。たくさんの
親子が参加してとても楽しいひと時でした。いつも協力して
いただいている子育て支援センターの職員の皆さん誠にあり
がとうございました。

♪マットでゴロン・よ～いどん♪
　平成２６年９月１２日、金曜日の子育てサロン事業で「マッ
ト遊び体験」を村総合社会福祉センターにて行いました。島
袋児童館、子育て支援センターの職員に来ていただき、子ど
もたちに「よーいドン」のかけ声をかけて上手に指導してい
ました。子どもたちはゴロン！ゴロン！とまえまわりをした
り横にゴロ！ゴロ！したりと大はしゃぎでした。

発達障害理解講座Vol.５
　平成２６年９月２０日、土曜日「発達障害を理解し楽しく
支援するパート２」が開催されました。前年度に引き続き、
あすなろ福祉会の島尻澤一さんに講師としてお招きし、約
８０名の地域の方々が参加されました。実際の事例を交えな
がら、発達障害の特性や対応について講演をしていただき、
参加者からは積極的に先生に質問している様子もみられ「今
後の接し方に活かしていきたい」等の感想がありました。
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福祉講話
　平成２６年６月１９日、木曜日に北中城小学校の４年生を対象とした福祉講話を行いました。
　講師に桐原好枝さんと盲導犬のウィッピーに来て頂きました。生徒の皆さんは、初めて見る盲
導犬に触れ大騒ぎしていましたが、桐原さんの講話が始まると、真剣な表情で話を聞いていまし
た。桐原さんは「目は見えないけど、想像はできるでしょ！私はそれで色々な事を想像するのが
得意なのよ！」「人間やればできる、努力に勝る天才なし」など、生徒達へ伝えていました。

身体障害者スポーツ大会
　平成２６年８月３１日、日曜日
に浦添陸上競技場で、第５０回
沖縄県身体障害者スポーツ大会
が行われました。今年もたくさ
んのボランティアの方が、選手
と一緒に頑張ってくれました♪

ボランティア活動協力校
　平成２６年９月１９日、金曜日にボランティア活動協力校指定校である北中城高等学校ボラン
ティア部の皆さんから、手作りで縫われた布巾約２５０枚が村内の施設に贈られました。村立保
育所、認可保育園３ヶ所、沖縄中央療護園、小規模多機能ホーム若松きたなかぐすくの６ヶ所で
す。施設の関係者の皆さんから「毎日使うものだから、非常に助かります」と感謝の気持ちを伝
えていました。
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ボランティアだより

☆夏休み☆　小学生ボランティア講座
7 月 31 日（木）「認知症ってなんだろう？」

「学んだことを皆で共有しよう！ 「感想作文・修了証書交付」

８月１日（金）「車いすの方の仕事って？」

劇をみて、実際起こる認知症の症状を知ろう！

アイスブレイク
体を動かしリラックス♪

２日間のまとめ
講座感想文さくせい みんなでボッチャ体験♪

ひとりひとり
感じたこと気づいたことを
まとめました！

修了証をもらった子ども達が
地域でボランティア活動をするキッカケになれば
嬉しいですね♪

劇を発表する
役割・役者決め

アガペ会　中野さん
認知症について

講師のみなさん
アガペ会職員・池内美舟さん

これから皆でお勉強がんばりま～す♪

グループ事に認知症について考え、劇を発表しました♪

車いすの方でも、
こんなお仕事が
できるんだ！！

講師　玉城敦司さん
車いすの方の
生活・仕事について
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☆夏休み☆　中・高校生ボランティア講座
８月７日（木）「認知症について学ぼう！」

「学んだことを皆で共有しよう！ 「感想作文・修了証書交付」

８月８日（金）「車いすサッカー体験◎」

座学や事例の劇を観ながら、
認知症への理解を深めよう！

みんな真剣な表情で
学んでいます

社協　事務局長より
「皆さんお疲れ様でした」

感想文の発表
「来年もまた参加したいです」

地域で認知症の方への
お手伝い（グループ劇）

未来の地域を支える皆さんに
今後もボランティア活動を楽しんでもらいたいです♪

認知症グループ劇発表
感想

池内さんから
緊張をホグす体操

沖縄県車いすサッカー協会
金城さん・新里さん・上間さん

みんなで楽しみながら真剣勝負！！

認知症について学んだ事を
グループでまとめました！

試合前の
ワクワク♪ドキドキ！

競技用車いす
組み立て作業
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ボランティアだより

うた声サークル虹　地域交流合唱会
　平成２６年７月２３日、木曜日に北中城村社協
ボランティア団体「うた声サークル虹」の皆さん
による、生き生きふれあい会仲順（あしびなー）
にて、交流合唱会が行われました。参加された皆
さんは、とても喜んで楽しんでいました♪

　平成２６年９月１６日、火曜日に和仁屋お茶飲
みサロンにて、交流合唱会が行われました。合
唱会終了後はお茶飲みサロンボランティアの皆
さんによる手作りのお食事もご馳走になり、自治
会長の比嘉さんはじめ、協力して下さった皆さ
ん素敵な交流合唱会をありがとうございました。

「うた声サークル虹」では、随時メンバーを募集しています！☆未経験の方でも大歓迎☆結成し
たばかりの団体ですが、会員皆で楽しんで活動しています。一緒に歌って楽しみませんか？いつ
でもお待ちしています♪♪

◎活動日時◎　　第２・４［月曜日］１４：００～１６：００　　場所：村総合社会福祉センター（リハビリ室）

※活動日程変更有り　　※男性会員が少ないので、男性の皆さん是非宜しくお願いします★

舞の会　若松苑デイサービス敬老会
　平成２６年９月１８日、木曜日若松苑デイサービス敬老会にて、北中城村社協ボランティア団
体「舞の会」による幕開け・琉球舞踊・社交ダンス・カチャーシーの余興が披露されました。舞
の会は敬老会の依頼を今回は、３日間若松苑で余興ボランティアを引き受けて下さっており、毎
年地域福祉のために活躍されています。
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ボランティア登録大募集！
　私たちの住む地域の中には、あなたを必要としているボラン
ティアがたくさんあります☆「ボランティアをやってみたい…」
「自分の出来る事からやってみたい…」と考えている方、誰でも・
どんな活動でもＯＫ！！まずはお気軽に北中城村ボランティア
センターへお話ください♪

☆～きっとあなたにピッタリのボランティアが見つかるかも～☆

平成 26 年度赤い羽根共同募金へのご協力のお願い
　毎年１０月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。

昨年も多くの村民のみなさまのご協力のおかげをもちま

して、目標を達成することができました。ありがとうご

ざいました。

　今年度も本事業にご理解をいただき、村民のみなさま

の募金へのご協力をお願い申し上げます。

今年の目標額

２，５７５，０００円

手話サークル　かけ橋・若松・まーい　　※メンバーを募集していま～す♪

　手話サークルかけ橋・若松・まーいは、北中城村社会福祉協議会ボランティア団体です。学校
での絵本朝会や村内の行事、社協事業での手話通訳、福祉施設等でのダンス披露など、様々な場
所で活動を行っています。

◎主な活動日時◎
　手話サークルかけ橋	 毎週水曜日　14:00 〜 16:00	 村総合福祉センター（ボランティア室）
　手話サークル若松	 毎週水曜日　20:00 〜 22:00	 村総合福祉センター（ボランティア室）
　手話ダンスまーい	 毎週金曜日　19:30 〜 21:30	 村総合福祉センター（リハビリ室）

音訳ボランティア募集　☆あなたも一緒に活動してみませんか？☆

　朗読ボランティア団体『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の
「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

福祉施設でのボランティア募集
内容：利用者の生活介助、軽作業、手工芸作りのお手伝い　　　場所：沖縄中央療護園
期日：月曜日〜土曜日（ボランティアの都合に合わせます）　　　　☆お気軽に連絡ください♪

【問い合わせ】

北中城村社会福祉協議会

北中城村ボランティアセンター

担当	金城　☎９３５－４５２０
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