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共に気長に生きる人生…　ためにではなく共にが大事
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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。 社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
TEL：098-935-4520　FAX：098-935-4603　E-mail／kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp　HP:http://kitanakasyakyo.org/

〒901-2303　北中城村字仲順451番地（総合社会福祉センター内）

住みよい街づくり　地域支え合い　自治会活動にご参加を!!

第30回ふれあいクリーンアップ大作戦・防災対策村民講座炊き出し訓練（アーサゆし豆腐汁）

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。（9月29日～3月13日）

一般寄付

・クリーンアップ大作戦・防災対策村民講座

・赤い羽根共同募金実績報告

・歳末たすけあい義援金実績報告
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　「やってみたいという気持ちが大事！」第30回ふれ
あいクリーンアップ大作戦が、平成31年2月10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、医療機関の職員等、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。

　クリーンアップ大作戦と同時開催で、第21回地域
のみんなで支え合う防災対策村民講座「炊き出し訓
練」も一緒に行いました。県営北中城団地自治会自主
防災会協力のもと村のアーサを使ったゆし豆腐汁を
調理し、参加者へ配布いたしました。
　今後は、備蓄食料を行政、各自治会にも保管できる
体制づくりへと働きかけていきたいと思います。

・喜舎場83番地　比嘉良治様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋58番地1　草の根グループ代表 伊波恵美子様
古紙回収の収益金の一部として 10,000円

・石平2143番地　新垣善秀様
故母　新垣ノブ様の香典返しとして 50,000円

・仲順213番地　比嘉辰夫様
米寿祝記念として 20,000円

・仲順195番地　比嘉善孝様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋197番地　中村文子様
米寿祝記念として 30,000円

・和仁屋195番地　比嘉初子様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋260番地12　當間豊子様
米寿祝記念として 30,000円

・安谷屋151番地　宮城シズ子様
米寿祝記念として 20,000円

・屋宜原152番地1　米須寛様
米寿祝記念として 50,000円

・渡口69番地　大城ヨシ子様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・島袋119番地1　仲宗根春子様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・荻道44番地　安里光子様
米寿祝記念として 20,000円

・瑞慶覧422番地6　仲村和子様
米寿祝記念として 30,000円

・大城390番地　中村澄子様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋170番地　比嘉千代子様
米寿祝記念として 30,000円

・荻道390番地1　ＪＵ沖縄様
社会福祉事業のための寄付 140,000円

・熱田94番地　玉城マツエ様
故夫　玉城徳昌様の香典返しとして 50,000円

・喜舎場83番地　比嘉淑子様
故夫　比嘉良治様の香典返しとして 30,000円

・荻道275－1　北中三育キリスト教会様
チャリティー集会の収益金として 32,274円

・琴城流大正琴藤音会様
社会福祉事業のための寄付 10,000円

・島袋232番地　喜屋武吉元様
米寿祝記念として 50,000円

・島袋258番地　知念清代美様
社会福祉事業のための寄付 20,000円

・喜舎場115番地　安里昌一様
故妻　安里秀子様の香典返しとして 30,000円

・島袋383番地3　比嘉盛光様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・屋宜原595番地　大城静子様
米寿祝記念として 30,000円

・屋宜原62番地1　崎原春子様
故夫　崎原惟利様の香典返しとして 30,000円

・荻道11番地　安里永 様
米寿祝記念として 20,000円

・荻道53番地　松本隆様
米寿祝記念として （金額記載なし）

・荻道29番地　比嘉和枝様
米寿祝記念として （金額記載なし）

・荻道32番地　安里永一様
カジマヤー祝記念として （金額記載なし）

・荻道11番地　安里美代子様
故夫　安里永　様の香典返しとして 20,000円

2019年3月25日 12社協だより 北中城 86号1 2019年3月25日社協だより 北中城 86号



平成30年度 赤い羽根共同募金実績報告

目 標 額
募 金 総 額
達 成 率

2,678,000 円
4,467,664 円

166.8％

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金
学童募金
街頭募金
その他の募金

2,183世帯
22件
276件
156件
4校
5回
1件

1,096,400 円
1,087,402 円
308,737 円
1,417,452 円
147,067 円
404,310 円
6,296円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《学童募金》 4校 147,067円

島袋小学校
北中城小学校
沖縄三育小学校
北中城中学校

66,788円
36,824 円
16,678 円
26,777 円

《戸別募金》 2,183世帯 1,096,400円

《職域募金》 22件 1,087,402円

《街頭募金》
9月22日、10月13日・27日、
11月10日・24日（5回） 404,310円

金額（円）

字 名

喜舎場 230 114,800

106,500

 126,700

41,500

56,000

285,000

53,500

213

254

83

112

570

107

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 33 22,000

38,500

123,000

51,400

34,500

31,000

12,000

77

246

103

69

62

24

石　平

安谷屋

荻　道

大　城

団　地

美　崎

世帯数 金額（円）

職場名 金額（円）

字 名 世帯数 金額（円）

84,242

16,000

15,000

1 北中城村役場 60,500
11,500
13,000
100,000
17,815
72,500
17,152
15,000
10,000
23,500
5,330
6,000
18,000
10,500
33,500
9,562
14,500
4,500
1,000
6,500
2,543

634,500

北中城村教育委員会
中城北中城消防本部
特定医療法人アガぺ会
医療法人新緑会屋宜原病院
沖縄中央療護園
特別養護老人ホーム愛の村
島袋小学校
北中城小学校
北中城中学校
北中城高等学校
つなぐ保育園
すてら保育園
百登保育園
沖縄ろう学校
はなさき分校
村社会福祉協議会
あやかりの杜
北中城村老人クラブ連合会事務局
ソーシャルワーク専門学校
（株）佐久本工機
中部徳洲会病院

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

氏　名　又は　団　体　名

理想沖縄株式会社

（有）緑土産業

NPO法人フレンズハウス

（資）屋宜原自動車整備工場

14,676 1件

1件

1件

1件

30,000 宮城電気管理事務所　株式会社富士建設　医療法人新緑会屋宜原病院3件

21,323 ゆたかやそば1件

20,000 楽邦寺　（有）万代設備　（有）国吉組　（株）東洋企画印刷4件

200,000 （株）大成ホーム1件

株式会社ファミリーホーム

㈲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　㈲向陽技建
パブラウンジエメラルド  沖縄ホーチキ㈱　アリス幼稚園　㈱喜納一工業　有限会社美工開発
丸城組　不二宮工業㈱　㈲大市内装工業　㈲産建開発　㈱興洋電子　名城眞治クリニック
株式会社ＥＭ研究機構　琉球料理の店心花　㈱大洋土木コンサルタント　㈲比嘉組　金秀工業
税理士法人砂川会計パートナーズ　赤道印刷㈲　㈲ヤマウチ設備　大同火災代理店オーシャン
アゲダ空調食品設備㈱　㈱双葉測量設計　㈲嘉電設　北中衛生　(合)リュウタン　㈲徳山建設
三善建設株式会社　㈱琉球保安警備隊　比嘉則雄税理士事務所　㈱都市建築設計
沖縄トヨペット株式会社中部店　沖縄県農業協同組合北中城支店　大西テェラスゴルフクラブ
㈱ナチュラエンジニアリング　㈲ぐすく開發　㈲新開技研　東洋電気工事㈱
㈱沖縄中央エンジニアリング　合同会社ゆいグループホームかえで　㈱国際ビル産業

㈲城間工業　オパス株式会社　上城技術情報㈱　ユニプラ㈱　沖縄県中古自動車販売協会
縁どころ吉嶺　㈱生田タイル　照屋自動車整備工場　ゆうなタクシー㈱　熱田スーパー
林設備　㈱テクノ工業　㈱ジムキ文明堂　創建株式会社　㈲文正堂　KID’Sサポートいっぽ
レーントゥセントラル　㈲三友工務店　オーシャンペット　沖プライ商事安里正一
(合)ライカム自動車整備工場　㈱シードコーポレーション　峠の茶屋　アゲナ建築設計事務所
三協電設株式会社　インテリア日装　㈲海邦造園　㈱ホーム人財セキュリティ
株式会社サンコー　㈱日興建設コンサルタント　若松オート　㈲明城建設　株式会社福徳産業
きな薬局　株式会社創設備　T・武岡建築設計室　フジレンオートサービス　㈲新技術開発　
アザマアンドカンパニー　政重機土木㈲　㈱総合設計玉城　比嘉安孝司法書士事務所
有限会社第一機行　山内商事　㈱フィールドコミュニケーションズ　㈱サザンヴィレッジ
セラピードッグスクール沖縄　㈱精巧エンジニアリング　㈱南星　㈱沖縄ガーデン
(合資)泉エンジニアリング　㈱沖縄グリーンメンテナンス　㈲大日土木　㈲ブロッサム
安座間珈琲農園合同会社　㈱沖縄神洋ペイント　㈲尚建設　ごきげんリハビリクリニック
㈱芝岩エンジニアリング　三郎寿し　㈲内盛産業　㈲おおば　永技研㈱　中村家
㈲ケー・エー・シー　カフェナトゥーラ　ガレーヂTOMO　中村綾子　新垣洋子　匿名

13,600 1件

喜多仲12,661 1件

㈲美島開発7,500 1件

諸見里隆6,274 1件

㈲島設備　㈱アーキ５Ｄ　㈲メイコー事務機6,000 3件

花  時4,147 1件

5,000 70件

10,000 45件

北中城小学校 沖縄三育小学校 島袋小学校

北中城中学校 イオンモール沖縄ライカム街頭募金 （株）大成ホーム

340,368 円

53,942 円イオン琉球（株）イオンライカム店

北中城村民生委員児童委員協議会（しおさい祭り）

イオンモール（株）イオンモール沖縄ライカム

10,000 円

2019年3月25日 2社協だより 北中城 86号3 2019年3月25日社協だより 北中城 86号

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。 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。



平成30年度 赤い羽根共同募金実績報告

目 標 額
募 金 総 額
達 成 率

2,678,000 円
4,467,664 円

166.8％

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金
学童募金
街頭募金
その他の募金

2,183世帯
22件
276件
156件
4校
5回
1件

1,096,400 円
1,087,402 円
308,737 円
1,417,452 円
147,067 円
404,310 円
6,296円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《学童募金》 4校 147,067円

島袋小学校
北中城小学校
沖縄三育小学校
北中城中学校

66,788円
36,824 円
16,678 円
26,777 円

《戸別募金》 2,183世帯 1,096,400円

《職域募金》 22件 1,087,402円

《街頭募金》
9月22日、10月13日・27日、
11月10日・24日（5回） 404,310円

金額（円）

字 名

喜舎場 230 114,800

106,500

 126,700

41,500

56,000

285,000

53,500

213

254

83

112

570

107

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 33 22,000

38,500

123,000

51,400

34,500

31,000

12,000

77

246

103

69

62

24

石　平

安谷屋

荻　道

大　城

団　地

美　崎

世帯数 金額（円）

職場名 金額（円）

字 名 世帯数 金額（円）

84,242

16,000

15,000

1 北中城村役場 60,500
11,500
13,000
100,000
17,815
72,500
17,152
15,000
10,000
23,500
5,330
6,000
18,000
10,500
33,500
9,562
14,500
4,500
1,000
6,500
2,543

634,500

北中城村教育委員会
中城北中城消防本部
特定医療法人アガぺ会
医療法人新緑会屋宜原病院
沖縄中央療護園
特別養護老人ホーム愛の村
島袋小学校
北中城小学校
北中城中学校
北中城高等学校
つなぐ保育園
すてら保育園
百登保育園
沖縄ろう学校
はなさき分校
村社会福祉協議会
あやかりの杜
北中城村老人クラブ連合会事務局
ソーシャルワーク専門学校
（株）佐久本工機
中部徳洲会病院

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

氏　名　又は　団　体　名

理想沖縄株式会社

（有）緑土産業

NPO法人フレンズハウス

（資）屋宜原自動車整備工場

14,676 1件

1件

1件

1件

30,000 宮城電気管理事務所　株式会社富士建設　医療法人新緑会屋宜原病院3件

21,323 ゆたかやそば1件

20,000 楽邦寺　（有）万代設備　（有）国吉組　（株）東洋企画印刷4件

200,000 （株）大成ホーム1件

株式会社ファミリーホーム

㈲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　㈲向陽技建
パブラウンジエメラルド  沖縄ホーチキ㈱　アリス幼稚園　㈱喜納一工業　有限会社美工開発
丸城組　不二宮工業㈱　㈲大市内装工業　㈲産建開発　㈱興洋電子　名城眞治クリニック
株式会社ＥＭ研究機構　琉球料理の店心花　㈱大洋土木コンサルタント　㈲比嘉組　金秀工業
税理士法人砂川会計パートナーズ　赤道印刷㈲　㈲ヤマウチ設備　大同火災代理店オーシャン
アゲダ空調食品設備㈱　㈱双葉測量設計　㈲嘉電設　北中衛生　(合)リュウタン　㈲徳山建設
三善建設株式会社　㈱琉球保安警備隊　比嘉則雄税理士事務所　㈱都市建築設計
沖縄トヨペット株式会社中部店　沖縄県農業協同組合北中城支店　大西テェラスゴルフクラブ
㈱ナチュラエンジニアリング　㈲ぐすく開發　㈲新開技研　東洋電気工事㈱
㈱沖縄中央エンジニアリング　合同会社ゆいグループホームかえで　㈱国際ビル産業

㈲城間工業　オパス株式会社　上城技術情報㈱　ユニプラ㈱　沖縄県中古自動車販売協会
縁どころ吉嶺　㈱生田タイル　照屋自動車整備工場　ゆうなタクシー㈱　熱田スーパー
林設備　㈱テクノ工業　㈱ジムキ文明堂　創建株式会社　㈲文正堂　KID’Sサポートいっぽ
レーントゥセントラル　㈲三友工務店　オーシャンペット　沖プライ商事安里正一
(合)ライカム自動車整備工場　㈱シードコーポレーション　峠の茶屋　アゲナ建築設計事務所
三協電設株式会社　インテリア日装　㈲海邦造園　㈱ホーム人財セキュリティ
株式会社サンコー　㈱日興建設コンサルタント　若松オート　㈲明城建設　株式会社福徳産業
きな薬局　株式会社創設備　T・武岡建築設計室　フジレンオートサービス　㈲新技術開発　
アザマアンドカンパニー　政重機土木㈲　㈱総合設計玉城　比嘉安孝司法書士事務所
有限会社第一機行　山内商事　㈱フィールドコミュニケーションズ　㈱サザンヴィレッジ
セラピードッグスクール沖縄　㈱精巧エンジニアリング　㈱南星　㈱沖縄ガーデン
(合資)泉エンジニアリング　㈱沖縄グリーンメンテナンス　㈲大日土木　㈲ブロッサム
安座間珈琲農園合同会社　㈱沖縄神洋ペイント　㈲尚建設　ごきげんリハビリクリニック
㈱芝岩エンジニアリング　三郎寿し　㈲内盛産業　㈲おおば　永技研㈱　中村家
㈲ケー・エー・シー　カフェナトゥーラ　ガレーヂTOMO　中村綾子　新垣洋子　匿名

13,600 1件

喜多仲12,661 1件

㈲美島開発7,500 1件

諸見里隆6,274 1件

㈲島設備　㈱アーキ５Ｄ　㈲メイコー事務機6,000 3件

花  時4,147 1件

5,000 70件

10,000 45件

北中城小学校 沖縄三育小学校 島袋小学校

北中城中学校 イオンモール沖縄ライカム街頭募金 （株）大成ホーム

340,368 円

53,942 円イオン琉球（株）イオンライカム店

北中城村民生委員児童委員協議会（しおさい祭り）

イオンモール（株）イオンモール沖縄ライカム

10,000 円

2019年3月25日 2社協だより 北中城 86号3 2019年3月25日社協だより 北中城 86号

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。 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。



県共同募金会の方に各市町村共同募金委員会から集められたＡ配分額は配分委員会をとおして県
内老人ホームやＮＰＯ団体、障害者の施設等へ配分され利用される。

○平成30年度に実施いたしました共同募金額の3,676,168円は村社会福祉協議会に配分され平
成３１年度の下記の事業として使われます。

スポーツショップタイガー1,000 1件

安里昌盛  大城トヨ  勢理客宗繁　伊佐常重　伊佐好男　伊集則子　浦崎実　浦崎政善
玉城和子　安里勉　新里智一　上里幸政　新里知盛　伊佐常助　伊佐眞治　伊佐順子

仲村ハル子　比屋根良信　又吉盛繁　森田眞喜子　與儀利枝　與儀光男　森田孟則

安里チヨ子　アキ子美容室　大城勇一　大城ヤス子　喜納宏　城間康弘　徳山トシ子 
具志堅春美　名幸宏明　山城トモ子　喜納由美　安里春美　金城秀安　城間利宏

大城富士子　北中自動車整備工場　比嘉進　比嘉昭　比嘉勝子　比嘉清文　比嘉一雄
屋我洋子　眞榮城千代　眞榮城守明　比嘉清喜　天久恵奈美　伊佐永仁　比嘉俊雄
天久範子　眞榮城守見　比嘉勲　比嘉初子

大城加代  大城常弘  幸地改一　名幸房男　宮城シズエ　宮城博　中尾房子　島袋輝子
喜納徳一郎　伊佐信栄　大城良一　大水産業　安里秀巳　安里績　高江洲義信
ヘヤーサロン、デ、ジャヴ　大水産業

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
当真ユリ子　村吉政和

大城正廣　宮城盛夫　山川章　古堅トシ子　焼き肉比嘉家　ローソン県総合運動公園前
名幸幹雄　ラーメン大桜　ヘアリゾートピタマハ吉田満也

比嘉英順　比嘉洋子　宮城恵子　富永みさ子　前田郷美　中村功　中村初子　比嘉光江　
カットハウスCUEUR　比嘉昌賢　比嘉正仁　ヤマデン　グッドラック島袋店　島袋ストア　
知名フミ子　中村貴世子　南山　喜屋武照子　中部宝石　ヨギ電装　パーラーたえちゃん　
山田春美　パーラーピノキオ　与那覇盛勇　三球電設　神谷須賀子　ゆがふ整骨院
フラワーショップ春らんまん　玉城真由美　北島商事　オーシャン事務用品　㈲比嘉重機　
喜納修　jijicafe　クプル　めぐみ企画　知念絹代　與儀智子

安里幸男　安谷屋スーパー　新垣健雄　井上治　金城直秀　金城直義　佐藤充好　仲松健  
仲松洋　与儀孝　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　山内米廣
美容室ラポール　国吉安子　石嶺智子　棚原克也　比屋根邦忠　新垣盛考

安里永一　安里修　安里きよ　安里邦雄　安里俊明　平田保　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　久保和彦　安里利智子　
安和守武　世名城盛進　金城清正　稲福かつ江　砂川惠重

安里信子　安里誠晁　安里弘　新垣真一　久高靖　新垣公子　小藪裕延　仲村政啓
外間清子　外間裕　仲村侑子　桃原敏　安里吉明　タマキオート　花緑園比嘉克也
川上辰雄　新垣秀昭　砂川長信　安里正信　安里信美　我謝那奈子　比嘉恵子
さーふーふー中村秀子

安里洋　押川電気　比嘉悟　ベーカリーハピネス　糸村昌祐　仲本善通　比嘉成市
比嘉増栄　食堂喜納島　比嘉美鶴　仲本寿美江　あさと整骨院　豊原美和子　比嘉為茂　
大田繁　大田透　安里正彦　山城幸子　比嘉順子

1,000 仲　順19件

1,000 熱　田14件

和仁屋18件1,000

渡　口17件1,000

屋宜原16件1,000

石　平10件1,000

安谷屋29件1,000

荻　道21件1,000

大　城23件1,000

美　崎9件1,000

瑞慶覧 7件1,000

38件
島　袋
比　嘉

1,000

安里昌榮　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　比嘉温子　照電気工事社　比嘉佐智子　野村富美子　比嘉實　安里輝光
サウンドギャラリー　比嘉多津子　産機サービス沖縄㈱　比嘉洋子　比嘉孝則　安里キヨ
大城美智子　大屋八十二　大屋三千代　安里昌次郎　安里茂信　安里成徳　中村長健
安照設計　大泊スエ子　ミラードリッチ　Ｓｒ－ｈａｉｒ　AXE un DEBUT　安里三雄　仲泊兼康
安里吉友　仲泊清子　ヘアーサロンロヂーナ　喫茶店U　喜屋武隆　大城達彦

1,000 喜舎場41件

平成30年度 赤い羽根共同募金実績

募金総額 4,467,664円（目標額2,678,000円）
863,000円

3,604,664円＋71,504円（県共同募金会取り扱い）
3,676,168円（平成31年度事業に使われます）

◎県共同募金会へ納付（Ａ配分）

◎村社会福祉協議会への配分額（Ｂ配分）＋県共同募金会取扱い

（敬老会、友愛訪問活動、高齢者生きがい
対策事業〈陶芸〉）

1. 老人福祉活動費
（親子で物作り体験、親子で習字講座）
4. 母子・父子福祉活動事業

（子どもと老人の集い、第25回子どもまつり）
3. 児童・青少年福祉活動費

（役職員・評議員研修、社協だより）
6. 福祉育成・援助活動費

2. 障害者（児）福祉活動費
（ふれあいピクニック、ふれあい福祉交流
会〈第１６回ボッチャ大会〉、障害者ふれあ
い事業、障害者・児移送サービス、紙粘土
創作）

5. ボランティア活動費
（生き生きふれあい会、お茶のみサロン、ボラン
ティア活動パネル展、ボランティア情報誌発行事
業、ボランティア交流会、小中高校生ボランティア
講座感想文集）

　平成30年12月4日（火）北中城村共同募金委員会へ
屋宜原少女ソフトボールチームOB会の饒辺永太郎監督
から、歳末たすけあい募金を頂きました。
　『屋宜原少女ソフトボールチームOB会』の皆さんは、
約30年間の長期間に渡り、毎年歳末たすけあい募金へ
の取り組みを行っております。
　この義援金は、村社会福祉協議会から民生委員を通じ
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の方に年末激励金としてお届
けいたします。

屋宜原少女ソフトボールチームOB会の皆さんに感謝!!

ウォーターステーション　岩盤浴天の川　喜舎場モータース　パークサイド児童学園
安里治　仲宗根鈴子　當山みゆき　與儀正徳　名幸律子　安里司法書士事務所　㈲Oshiro設計

安心消毒サービス2,846 1件

伊野波盛敏2,463 1件

㈱佐久本工機　2,457 1件

2,000 11件

喜舎場美容室　東江ポンプ　どんどん亭　城まんじゅう　米須商店　㈱チェリーペーパー
米須自動車修理工場　中部自動車サービス　リオスタジオ　㈲サガワ設備工業　城徳寺
㈲親富祖工業　㈲青空住宅　㈲新興設備　喜納博　新垣芳子　比嘉芳子　

3,000 17件

2019年3月25日 4社協だより 北中城 86号5 2019年3月25日社協だより 北中城 86号

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。 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。



県共同募金会の方に各市町村共同募金委員会から集められたＡ配分額は配分委員会をとおして県
内老人ホームやＮＰＯ団体、障害者の施設等へ配分され利用される。

○平成30年度に実施いたしました共同募金額の3,676,168円は村社会福祉協議会に配分され平
成３１年度の下記の事業として使われます。

スポーツショップタイガー1,000 1件

安里昌盛  大城トヨ  勢理客宗繁　伊佐常重　伊佐好男　伊集則子　浦崎実　浦崎政善
玉城和子　安里勉　新里智一　上里幸政　新里知盛　伊佐常助　伊佐眞治　伊佐順子

仲村ハル子　比屋根良信　又吉盛繁　森田眞喜子　與儀利枝　與儀光男　森田孟則

安里チヨ子　アキ子美容室　大城勇一　大城ヤス子　喜納宏　城間康弘　徳山トシ子 
具志堅春美　名幸宏明　山城トモ子　喜納由美　安里春美　金城秀安　城間利宏

大城富士子　北中自動車整備工場　比嘉進　比嘉昭　比嘉勝子　比嘉清文　比嘉一雄
屋我洋子　眞榮城千代　眞榮城守明　比嘉清喜　天久恵奈美　伊佐永仁　比嘉俊雄
天久範子　眞榮城守見　比嘉勲　比嘉初子

大城加代  大城常弘  幸地改一　名幸房男　宮城シズエ　宮城博　中尾房子　島袋輝子
喜納徳一郎　伊佐信栄　大城良一　大水産業　安里秀巳　安里績　高江洲義信
ヘヤーサロン、デ、ジャヴ　大水産業

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
当真ユリ子　村吉政和

大城正廣　宮城盛夫　山川章　古堅トシ子　焼き肉比嘉家　ローソン県総合運動公園前
名幸幹雄　ラーメン大桜　ヘアリゾートピタマハ吉田満也

比嘉英順　比嘉洋子　宮城恵子　富永みさ子　前田郷美　中村功　中村初子　比嘉光江　
カットハウスCUEUR　比嘉昌賢　比嘉正仁　ヤマデン　グッドラック島袋店　島袋ストア　
知名フミ子　中村貴世子　南山　喜屋武照子　中部宝石　ヨギ電装　パーラーたえちゃん　
山田春美　パーラーピノキオ　与那覇盛勇　三球電設　神谷須賀子　ゆがふ整骨院
フラワーショップ春らんまん　玉城真由美　北島商事　オーシャン事務用品　㈲比嘉重機　
喜納修　jijicafe　クプル　めぐみ企画　知念絹代　與儀智子

安里幸男　安谷屋スーパー　新垣健雄　井上治　金城直秀　金城直義　佐藤充好　仲松健  
仲松洋　与儀孝　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　山内米廣
美容室ラポール　国吉安子　石嶺智子　棚原克也　比屋根邦忠　新垣盛考

安里永一　安里修　安里きよ　安里邦雄　安里俊明　平田保　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　久保和彦　安里利智子　
安和守武　世名城盛進　金城清正　稲福かつ江　砂川惠重

安里信子　安里誠晁　安里弘　新垣真一　久高靖　新垣公子　小藪裕延　仲村政啓
外間清子　外間裕　仲村侑子　桃原敏　安里吉明　タマキオート　花緑園比嘉克也
川上辰雄　新垣秀昭　砂川長信　安里正信　安里信美　我謝那奈子　比嘉恵子
さーふーふー中村秀子

安里洋　押川電気　比嘉悟　ベーカリーハピネス　糸村昌祐　仲本善通　比嘉成市
比嘉増栄　食堂喜納島　比嘉美鶴　仲本寿美江　あさと整骨院　豊原美和子　比嘉為茂　
大田繁　大田透　安里正彦　山城幸子　比嘉順子

1,000 仲　順19件

1,000 熱　田14件

和仁屋18件1,000

渡　口17件1,000

屋宜原16件1,000

石　平10件1,000

安谷屋29件1,000

荻　道21件1,000

大　城23件1,000

美　崎9件1,000

瑞慶覧 7件1,000

38件
島　袋
比　嘉

1,000

安里昌榮　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　比嘉温子　照電気工事社　比嘉佐智子　野村富美子　比嘉實　安里輝光
サウンドギャラリー　比嘉多津子　産機サービス沖縄㈱　比嘉洋子　比嘉孝則　安里キヨ
大城美智子　大屋八十二　大屋三千代　安里昌次郎　安里茂信　安里成徳　中村長健
安照設計　大泊スエ子　ミラードリッチ　Ｓｒ－ｈａｉｒ　AXE un DEBUT　安里三雄　仲泊兼康
安里吉友　仲泊清子　ヘアーサロンロヂーナ　喫茶店U　喜屋武隆　大城達彦

1,000 喜舎場41件

平成30年度 赤い羽根共同募金実績

募金総額 4,467,664円（目標額2,678,000円）
863,000円

3,604,664円＋71,504円（県共同募金会取り扱い）
3,676,168円（平成31年度事業に使われます）

◎県共同募金会へ納付（Ａ配分）

◎村社会福祉協議会への配分額（Ｂ配分）＋県共同募金会取扱い

（敬老会、友愛訪問活動、高齢者生きがい
対策事業〈陶芸〉）

1. 老人福祉活動費
（親子で物作り体験、親子で習字講座）
4. 母子・父子福祉活動事業

（子どもと老人の集い、第25回子どもまつり）
3. 児童・青少年福祉活動費

（役職員・評議員研修、社協だより）
6. 福祉育成・援助活動費

2. 障害者（児）福祉活動費
（ふれあいピクニック、ふれあい福祉交流
会〈第１６回ボッチャ大会〉、障害者ふれあ
い事業、障害者・児移送サービス、紙粘土
創作）

5. ボランティア活動費
（生き生きふれあい会、お茶のみサロン、ボラン
ティア活動パネル展、ボランティア情報誌発行事
業、ボランティア交流会、小中高校生ボランティア
講座感想文集）

　平成30年12月4日（火）北中城村共同募金委員会へ
屋宜原少女ソフトボールチームOB会の饒辺永太郎監督
から、歳末たすけあい募金を頂きました。
　『屋宜原少女ソフトボールチームOB会』の皆さんは、
約30年間の長期間に渡り、毎年歳末たすけあい募金へ
の取り組みを行っております。
　この義援金は、村社会福祉協議会から民生委員を通じ
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の方に年末激励金としてお届
けいたします。

屋宜原少女ソフトボールチームOB会の皆さんに感謝!!

ウォーターステーション　岩盤浴天の川　喜舎場モータース　パークサイド児童学園
安里治　仲宗根鈴子　當山みゆき　與儀正徳　名幸律子　安里司法書士事務所　㈲Oshiro設計

安心消毒サービス2,846 1件

伊野波盛敏2,463 1件

㈱佐久本工機　2,457 1件

2,000 11件

喜舎場美容室　東江ポンプ　どんどん亭　城まんじゅう　米須商店　㈱チェリーペーパー
米須自動車修理工場　中部自動車サービス　リオスタジオ　㈲サガワ設備工業　城徳寺
㈲親富祖工業　㈲青空住宅　㈲新興設備　喜納博　新垣芳子　比嘉芳子　

3,000 17件
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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。 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。



◎まずは、お気軽に下記の連絡先までご連絡ください。 
北中城村権利擁護支援センターひまわり　☎（098）979-6110（担当：高橋、伊禮）

　高齢者や障がいのある方など、日常生活に不安を感じている方を対象に、地域で安心して生活ができる
ようお手伝いしていただける“生活支援員”を募集しています。

生活支援員として活動してみませんか？

平成30年度　権利擁護の支援者フォローアップ研修

～活動内容について～

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地
域づくりを目指し、北中城村では地域における身
近な立場で支援する権利擁護の担い手の養成を
行っています。
　平成31年2月23日（土）、権利擁護の支援者
フォローアップ研修が開催されました。今回、1期
生と2期生を対象に、地域住民・福祉関係従事
者・民生委員児童委員など、多くの方々が受講さ
れておりました。

　講師に、東洋大学 教授の高山直樹氏をお招き
し、権利擁護の理解や地域でその人らしく生きる
ことについてご講演をいただきました。
　受講者からも、これからの活動で実践していき
たいことや、北中城村が誰もが住みやすくなる地
域にしていきたいと実感した研修であったとの感
想がありました。ご参加されました皆さまありが
とうございました。

平成30年度 歳末たすけあい実績報告

目 標 額
募金総額
（前年度繰越金）
（次年度繰越金）
達成率

1,300,000 円
1,434,400 円
1,755,163 円
1,889,563 円

110.3%

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,386世帯
8件
3件
77件

720,409 円
36,111 円
21,162 円
656,718 円

《大口募金協力者》

平成30年度災害義援金報告

法人　個人　団体

《戸別募金》 2,386世帯 720,409円

80件 677,880円

① 平成30年7月豪雨災害義援金
② 平成30年大阪府北部地震義援金

886，212円
127，435円

合計　1,013,647円

合計　1,300,000円

平成30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49世帯／149人
支給総額／835，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／21人
支給総額／315，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／10人
支給総額／150，000円

《職域募金》 8件 36,111円

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

字 名

喜舎場 299 89,600

66,300

 78,600

25,100

34,200

180,000

36,500

221

262

83

117

600

121

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 16,700

23,700

79,100

35,700

25,100

18,300

11,509

79

263

119

83

61

38

石　平

安谷屋

荻　道

大　城
県営北中城
団地

美　崎

世帯数 金額（円） 字 名 世帯数 金額（円）

20,718 ㈲嘉電設1件

13,162 屋宜原少女ソフトボールチームＯＢ会1件

3,000 ㈱国際印刷　パブリックコンサルタンツ　安里信美3件

10,000 31件

5,000 37件

20,000 7件

職場名 金額（円）

1
2
3
4
5
6

7
8

老連役員職員一同 5,000
村老連琉舞サークル 5,000
村老連民踊サークル 5,000
村老連大正琴サークル 5,000
村老連古典音楽サークル 5,000
村老連社交ダンスサークル 5,000
沖縄銀行 3,125
琉球銀行 2,986

㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱　北中衛生　楽邦寺　㈲万代設備　株式会社富士建設
EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

㈱沖永開発　㈲向陽技建　不二宮工業㈱　㈲三省電気工事　㈲め～ばる設計工房　㈲国吉組
㈱精巧エンジニアリング　㈲新開技研　㈱ナチュラエンジニアリング　㈱大東エンジニヤリング
永技研㈱　㈱双葉測量設計　㈱大洋土木コンサルタント　仲本建設㈱　㈲ぐすく開發　基技研
三善建設株式会社　㈱世名城　（合）リュウタン　琉球ダイハツ販売㈱　東洋電気工事㈱　㈲大我組
㈱沖縄中央エンジニアリング　㈲沖縄基礎開発　㈱トラストエンジニア　㈲サンオキ
㈱田幸技研コンサルタント　㈱興洋電子　㈱内間土建　㈱沖縄建設技研　㈱かみもり設計

有限会社美工開発　㈲産建開発　㈲明城建設　㈱沖縄ガーデン　㈲クボタ設備工業　Ｔ・武岡建築設計室
㈱沖成コンサルタント　㈱ホーム人財セキュリティ　㈲浦工業　ガレーヂTOMO　㈱協和建設コンサルタント
アザマアンドカンパニー　㈲仁海建設　㈲尚建設　大永建設工業(株)　㈲桂植木　㈱沖縄神洋ペイント
㈲内盛産業　㈲渡久地建設　㈲緑建　㈲双葉アルミ工業　㈱中央建設コンサルタント　㈱丸松建設　
㈱シードコーポレーション　有限会社曙技研　上城技術情報㈱　㈱丸島建設コンサルタント
㈱あすもり建設コンサルタント　インプラン　㈱芝岩エンジニアリング　㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　
株式会社濱設計　朝日建設コンサルタント　㈲大日土木　㈲開成実業　親川道子

募集中!!

地域でお困りの方が安心して暮らしていけるよう支援活動を始めてみませんか？

金銭管理のお手伝い 書類や手続きの確認

支援頻度 報　酬

生活状況の確認

生活費の払戻や、
公共料金等の
支払を行います。

月1～2回の支援に
なります。

（1回の支援時間は1時間程度）

1回／800円

郵便物の
確認を
行います。

本人とのコミュ
ニケーションを
通じて、相談や
想いを聴きます。

活動については、
権利擁護支援センター
ひまわりの専門員が
サポートします。

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。 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。
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◎まずは、お気軽に下記の連絡先までご連絡ください。 
北中城村権利擁護支援センターひまわり　☎（098）979-6110（担当：高橋、伊禮）

　高齢者や障がいのある方など、日常生活に不安を感じている方を対象に、地域で安心して生活ができる
ようお手伝いしていただける“生活支援員”を募集しています。

生活支援員として活動してみませんか？

平成30年度　権利擁護の支援者フォローアップ研修

～活動内容について～

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地
域づくりを目指し、北中城村では地域における身
近な立場で支援する権利擁護の担い手の養成を
行っています。
　平成31年2月23日（土）、権利擁護の支援者
フォローアップ研修が開催されました。今回、1期
生と2期生を対象に、地域住民・福祉関係従事
者・民生委員児童委員など、多くの方々が受講さ
れておりました。

　講師に、東洋大学 教授の高山直樹氏をお招き
し、権利擁護の理解や地域でその人らしく生きる
ことについてご講演をいただきました。
　受講者からも、これからの活動で実践していき
たいことや、北中城村が誰もが住みやすくなる地
域にしていきたいと実感した研修であったとの感
想がありました。ご参加されました皆さまありが
とうございました。

平成30年度 歳末たすけあい実績報告

目 標 額
募金総額
（前年度繰越金）
（次年度繰越金）
達成率

1,300,000 円
1,434,400 円
1,755,163 円
1,889,563 円

110.3%

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,386世帯
8件
3件
77件

720,409 円
36,111 円
21,162 円
656,718 円

《大口募金協力者》

平成30年度災害義援金報告

法人　個人　団体

《戸別募金》 2,386世帯 720,409円

80件 677,880円

① 平成30年7月豪雨災害義援金
② 平成30年大阪府北部地震義援金

886，212円
127，435円

合計　1,013,647円

合計　1,300,000円

平成30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49世帯／149人
支給総額／835，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／21人
支給総額／315，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／10人
支給総額／150，000円

《職域募金》 8件 36,111円

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

字 名

喜舎場 299 89,600

66,300

 78,600

25,100

34,200

180,000

36,500

221

262

83

117

600

121

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 16,700

23,700

79,100

35,700

25,100

18,300

11,509

79

263

119

83

61

38

石　平

安谷屋

荻　道

大　城
県営北中城
団地

美　崎

世帯数 金額（円） 字 名 世帯数 金額（円）

20,718 ㈲嘉電設1件

13,162 屋宜原少女ソフトボールチームＯＢ会1件

3,000 ㈱国際印刷　パブリックコンサルタンツ　安里信美3件

10,000 31件

5,000 37件

20,000 7件

職場名 金額（円）

1
2
3
4
5
6

7
8

老連役員職員一同 5,000
村老連琉舞サークル 5,000
村老連民踊サークル 5,000
村老連大正琴サークル 5,000
村老連古典音楽サークル 5,000
村老連社交ダンスサークル 5,000
沖縄銀行 3,125
琉球銀行 2,986

㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱　北中衛生　楽邦寺　㈲万代設備　株式会社富士建設
EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

㈱沖永開発　㈲向陽技建　不二宮工業㈱　㈲三省電気工事　㈲め～ばる設計工房　㈲国吉組
㈱精巧エンジニアリング　㈲新開技研　㈱ナチュラエンジニアリング　㈱大東エンジニヤリング
永技研㈱　㈱双葉測量設計　㈱大洋土木コンサルタント　仲本建設㈱　㈲ぐすく開發　基技研
三善建設株式会社　㈱世名城　（合）リュウタン　琉球ダイハツ販売㈱　東洋電気工事㈱　㈲大我組
㈱沖縄中央エンジニアリング　㈲沖縄基礎開発　㈱トラストエンジニア　㈲サンオキ
㈱田幸技研コンサルタント　㈱興洋電子　㈱内間土建　㈱沖縄建設技研　㈱かみもり設計

有限会社美工開発　㈲産建開発　㈲明城建設　㈱沖縄ガーデン　㈲クボタ設備工業　Ｔ・武岡建築設計室
㈱沖成コンサルタント　㈱ホーム人財セキュリティ　㈲浦工業　ガレーヂTOMO　㈱協和建設コンサルタント
アザマアンドカンパニー　㈲仁海建設　㈲尚建設　大永建設工業(株)　㈲桂植木　㈱沖縄神洋ペイント
㈲内盛産業　㈲渡久地建設　㈲緑建　㈲双葉アルミ工業　㈱中央建設コンサルタント　㈱丸松建設　
㈱シードコーポレーション　有限会社曙技研　上城技術情報㈱　㈱丸島建設コンサルタント
㈱あすもり建設コンサルタント　インプラン　㈱芝岩エンジニアリング　㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　
株式会社濱設計　朝日建設コンサルタント　㈲大日土木　㈲開成実業　親川道子

募集中!!

地域でお困りの方が安心して暮らしていけるよう支援活動を始めてみませんか？

金銭管理のお手伝い 書類や手続きの確認

支援頻度 報　酬

生活状況の確認

生活費の払戻や、
公共料金等の
支払を行います。

月1～2回の支援に
なります。

（1回の支援時間は1時間程度）

1回／800円

郵便物の
確認を
行います。

本人とのコミュ
ニケーションを
通じて、相談や
想いを聴きます。

活動については、
権利擁護支援センター
ひまわりの専門員が
サポートします。

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。 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。
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　平成28年4月16日の未明に発生した「熊
本地震」後の復旧・復興の様子や民生委員の
取り組みを学び、本村における防災への取り
組み強化を図ることを目的に平成30年10月
20日～22日の日程で熊本県大津町を訪問
し、視察研修、大津町民児協との交流研修を
行いました。今回の研修は、旅費が自己負担
であったにも関わらず、村民生委員・社協職員
あわせて14名が研修会に参加しました。
　1日目は復旧工事中の熊本城や崩壊した阿
蘇大橋跡地を視察し、2日目は「第20回福祉ま
つり」に参加して沖縄の三月菓子と帽子・締め
太鼓のお守りキーホルダーを販売しました。復
興のお手伝いが出来ればとの想いから売上金
は現地社協へ寄付させて頂きました。まつり終
了後に現地の社協職員さんの案内で被災され
た方々が今なお居住されている南出口仮設団
地も視察させていただきました。3日目には大
津町民児協との交流し、大津町における「熊本
地震」の被災状況と復興の状況を行政より説

明いただき、防災で必要なこととして、地域コ
ミュニティーの強化と正しい情報の共有、日頃
からの地域住民による支え合い活動、3日間の
水、食料の備蓄、地域の困りごと支え合いは民
生委員が必要不可欠である事や被災後の民生
委員の役割として、住民の安否確認、避難場所
への誘導、不安な気持ちを和らげるよう関わり
続ける事など、民生委員の役割と日頃の活動
の大切さを教えて頂きました。
　今回の研修を通して、地震の凄さや自然災
害の予測できない怖さを知ると共に防災訓練
の大切さや地域コミュニティーの強化、日頃
の民生委員活動の大切さを改めて再確認で
きました。また、大津町民児協の委員の皆さん
の温かいおもてなしとつながりを感じること
ができた有意義な研修となりました。
　皆さまの1日でも早い復興をお祈りいたし
ます。

熊本県大津町民児協交流研修会報告

《北中城村民生委員児童委員協議会（目配り・気配り・おせっかい）活動報告》 デイサービスしおさい
　平成30年12月7日（金）村総合社会福祉セ
ンターにて第15回利用者交流会を行い、会場
には新垣邦男村長はじめ、名幸利積議長、喜
納啓二福祉課長、大城盛次郎社協会長、来賓
の皆さんも多く出席され、中村好秀（職員）の
かぎやで風に始まり百登保育園園児の和太鼓
やフラフープで利用者も笑顔になり、午後は富
永みさ子さん（民生委員）の日舞に始まり、し

おさい職員の仮想余興（YMCA）や喜納一巳
さん（日本奇術連盟会員）のマジックショーで
会場の皆さんも声を上げてのビックリで会場
が盛り上がりました。
　平成31年度も社協職員や民生委員、ボラン
ティアの皆さんの協力のもとしおさい活動を利
用者、職員ともに体力作りや生きがい活動に
頑張っていきます。

北中城村障害者地域活動支援センターあざみ　～宿泊研修～
　北中城村障害者地域活動支援センターあ
ざみでは平成30年11月21日（水）～22日
（木）の日程で宿泊研修を実施しました。
　1日目は沖縄明治乳業で乳製品が出来る
までの過程を学習して、沖縄ワールドで紅型
エコバック作り体験を行いました。宿泊はユ
インチホテル南城に泊まり夕食後に利用者

と職員で交流を図りました。
　2日目は首里城公園内を散策しながら琉
球王朝時代の文化に触れました。
　今回の宿泊研修を通して利用者からは「と
ても楽しく勉強になった」「また来年度も開
催して欲しい」などの感想をいただきました。

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。 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。
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ボランティア活動協力校

　1月30日（水）北中城小学校4年生を110名を対象に、車いすユーザーの島
袋健一さん、玉城敦司さん、上原奈津美さんをお招きし車いすの体験学習を行
いました。今回は、体育館内に設置された障害物や足場の悪い場所を想定した
運動用マットの上などでの操作でしたが、車いすに乗る人（当事者役）に声掛け
などして寄り添うことを意識する体験でした。体験後は直接講師とお話しできる
時間もあり、とても有意義な学習となりました。

傾聴ボランティア養成講座

　3月13日（水）村総合社会福祉センターで合同会社HappyJoyの代表 幸喜 
穂乃 氏を講師にお招きし、講座受講後すぐ実践で活用できる傾聴の基本的技法
についての学習を行いました。話を聴く姿勢や態度等がどのように相手に伝わる
のか等を2人1組のペアを組んで参加型の学習でした。参加者からは、「これから
は少しでも意識をしてゆんたくしたいと思いました。」などの感想がありました。

　子どもからお年寄りまで多くの方が当社会福祉センターを利用しております。利用され
る方が気持ち良く利用して頂けるよう環境美化に取り組んでおります。また、老人クラブ
の皆さまのご協力のおかげもあり、現在のような美しい環境が整備されています。多くの
老人クラブ会員の皆さまの環境美化活動へのご協力、大変ありがとうございました。
　次年度も皆さまのご協力を宜しくお願いします。

平成30年度　奉仕作業　報告

　毎月第4金曜日に各字老人クラブの皆さんが持ち回りで、村総合社会福祉
センター周辺の草刈り作業にご協力いただいております。今年度は、計10団
体の皆さまにご協力していただきました。

テーマ：今から使えるゆんたく技術“聴く偏”

作業の様子 作業実施後のゆんたくタイム♪

公民館前でお迎え 作業実施後のゆんたくタイム♪

※天候不良のため中止となりました

実施日 実施団体名 実施日 実施団体名

2月実施した喜舎場熟年クラブ

4月27日

※5月25日

6月22日

7月27日

8月31日

9月21日

仲順老人クラブ
ちゅんじゅん

※熱田かりゆし会
あった かい

和仁屋和む会
わにや なご かい

渡口寿会
とぐちことぶきかい

島袋老人クラブ
しまぶく

屋宜原老人クラブ
やぎばる

石平老人クラブ
いしんだ

安谷屋若松会
あだにや わかまつかい

荻道老人クラブ
おぎどう

大城老人クラブ
おおぐすく

喜舎場熟年クラブ
きしゃば じゅくねん

仲順老人クラブ
ちゅんじゅん

10月26日

11月30日

12月28日

1月25日

2月22日

3月22日

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。 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。
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ボランティア活動協力校

　1月30日（水）北中城小学校4年生を110名を対象に、車いすユーザーの島
袋健一さん、玉城敦司さん、上原奈津美さんをお招きし車いすの体験学習を行
いました。今回は、体育館内に設置された障害物や足場の悪い場所を想定した
運動用マットの上などでの操作でしたが、車いすに乗る人（当事者役）に声掛け
などして寄り添うことを意識する体験でした。体験後は直接講師とお話しできる
時間もあり、とても有意義な学習となりました。

傾聴ボランティア養成講座

　3月13日（水）村総合社会福祉センターで合同会社HappyJoyの代表 幸喜 
穂乃 氏を講師にお招きし、講座受講後すぐ実践で活用できる傾聴の基本的技法
についての学習を行いました。話を聴く姿勢や態度等がどのように相手に伝わる
のか等を2人1組のペアを組んで参加型の学習でした。参加者からは、「これから
は少しでも意識をしてゆんたくしたいと思いました。」などの感想がありました。

　子どもからお年寄りまで多くの方が当社会福祉センターを利用しております。利用され
る方が気持ち良く利用して頂けるよう環境美化に取り組んでおります。また、老人クラブ
の皆さまのご協力のおかげもあり、現在のような美しい環境が整備されています。多くの
老人クラブ会員の皆さまの環境美化活動へのご協力、大変ありがとうございました。
　次年度も皆さまのご協力を宜しくお願いします。

平成30年度　奉仕作業　報告

　毎月第4金曜日に各字老人クラブの皆さんが持ち回りで、村総合社会福祉
センター周辺の草刈り作業にご協力いただいております。今年度は、計10団
体の皆さまにご協力していただきました。

テーマ：今から使えるゆんたく技術“聴く偏”

作業の様子 作業実施後のゆんたくタイム♪

公民館前でお迎え 作業実施後のゆんたくタイム♪

※天候不良のため中止となりました
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仲順老人クラブ
ちゅんじゅん

※熱田かりゆし会
あった かい

和仁屋和む会
わにや なご かい

渡口寿会
とぐちことぶきかい

島袋老人クラブ
しまぶく
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安谷屋若松会
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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。 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。

2019年3月25日 2018年10月25日 10ボランティアだより 北中城 38ボランティアだより 北中城 3811



社協だより
社 会 福 祉 情 報 誌  き た な か ぐ す く

86
わたしたちでつくる
やさしいむら

2019 年 3月25日

共に気長に生きる人生…　ためにではなく共にが大事

発
行・編

集
／
北
中
城
村
社
会
福
祉
協
議
会

印
刷
／
株
式
会
社
 東
洋
企
画
印
刷

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。 社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
TEL：098-935-4520　FAX：098-935-4603　E-mail／kitanaka-syakyo@woody.ocn.ne.jp　HP:http://kitanakasyakyo.org/

〒901-2303　北中城村字仲順451番地（総合社会福祉センター内）

住みよい街づくり　地域支え合い　自治会活動にご参加を!!

第30回ふれあいクリーンアップ大作戦・防災対策村民講座炊き出し訓練（アーサゆし豆腐汁）

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。（9月29日～3月13日）

一般寄付

・クリーンアップ大作戦・防災対策村民講座

・赤い羽根共同募金実績報告

・歳末たすけあい義援金実績報告
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P.2～P.5

P.6

P.7
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目　次
・権利擁護事業報告

・北中城村障害者地域活動支援セ
ンターあざみ・北中城村生きがい活
動支援通所事業所しおさい報告

・北中城村民児協活動報告

・ボランティア便り38号

・一般寄付

　「やってみたいという気持ちが大事！」第30回ふれ
あいクリーンアップ大作戦が、平成31年2月10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、医療機関の職員等、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。

　クリーンアップ大作戦と同時開催で、第21回地域
のみんなで支え合う防災対策村民講座「炊き出し訓
練」も一緒に行いました。県営北中城団地自治会自主
防災会協力のもと村のアーサを使ったゆし豆腐汁を
調理し、参加者へ配布いたしました。
　今後は、備蓄食料を行政、各自治会にも保管できる
体制づくりへと働きかけていきたいと思います。

・喜舎場83番地　比嘉良治様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋58番地1　草の根グループ代表 伊波恵美子様
古紙回収の収益金の一部として 10,000円

・石平2143番地　新垣善秀様
故母　新垣ノブ様の香典返しとして 50,000円

・仲順213番地　比嘉辰夫様
米寿祝記念として 20,000円

・仲順195番地　比嘉善孝様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋197番地　中村文子様
米寿祝記念として 30,000円

・和仁屋195番地　比嘉初子様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋260番地12　當間豊子様
米寿祝記念として 30,000円

・安谷屋151番地　宮城シズ子様
米寿祝記念として 20,000円

・屋宜原152番地1　米須寛様
米寿祝記念として 50,000円

・渡口69番地　大城ヨシ子様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・島袋119番地1　仲宗根春子様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・荻道44番地　安里光子様
米寿祝記念として 20,000円

・瑞慶覧422番地6　仲村和子様
米寿祝記念として 30,000円

・大城390番地　中村澄子様
米寿祝記念として 30,000円

・島袋170番地　比嘉千代子様
米寿祝記念として 30,000円

・荻道390番地1　ＪＵ沖縄様
社会福祉事業のための寄付 140,000円

・熱田94番地　玉城マツエ様
故夫　玉城徳昌様の香典返しとして 50,000円

・喜舎場83番地　比嘉淑子様
故夫　比嘉良治様の香典返しとして 30,000円

・荻道275－1　北中三育キリスト教会様
チャリティー集会の収益金として 32,274円

・琴城流大正琴藤音会様
社会福祉事業のための寄付 10,000円

・島袋232番地　喜屋武吉元様
米寿祝記念として 50,000円

・島袋258番地　知念清代美様
社会福祉事業のための寄付 20,000円

・喜舎場115番地　安里昌一様
故妻　安里秀子様の香典返しとして 30,000円

・島袋383番地3　比嘉盛光様
カジマヤー祝記念として 30,000円

・屋宜原595番地　大城静子様
米寿祝記念として 30,000円

・屋宜原62番地1　崎原春子様
故夫　崎原惟利様の香典返しとして 30,000円

・荻道11番地　安里永 様
米寿祝記念として 20,000円

・荻道53番地　松本隆様
米寿祝記念として （金額記載なし）

・荻道29番地　比嘉和枝様
米寿祝記念として （金額記載なし）

・荻道32番地　安里永一様
カジマヤー祝記念として （金額記載なし）

・荻道11番地　安里美代子様
故夫　安里永　様の香典返しとして 20,000円
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