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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）

地域の絆を深め、結の心で支える、きたなかぐすく
【北中城村社会福祉協議会基本理念】

令和元年度 北中城村市民後見推進事業　やさしい権利擁護講演会
～お互いを想い支えあうために大切なことを倫理と物語の視点から考える～

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。（10月1日～2月末日）

一般寄付

・やさしい権利擁護講演会

・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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・北中城村障害者地域活動支援セ
ンターあざみ活動報告

・北中城村民生委員児童委員
協議会からのお知らせ

・ボランティア便り41号

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づ
くりを目指して、北中城村では地域住民や福祉関係
者等を対象に権利擁護に関する研修会等を行ってお
ります。
　令和2年2月15日（土）、北中城村と権利擁護支援セ
ンターひまわりが共催し、やさしい権利擁護講演会
が開催されました。講師に、琉球大学医学部附属病院

臨床倫理士の金城隆展氏をお招きし、倫理を通して
住民同士が支え合う地域づくりのために、ご自身や
大切な方の人生とお互いを想い支え合うために大切
なこと等についてご講演いただきました。
　今回、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、気づきや学びが多い
講習会となりました。

・諸見里幸子様 （北中城村字仲順38番地）
故母　福地シゲ様の香典返しとして 30,000円

・新垣盛孝様 （北中城村字安谷屋143－5）
トーカチ祝記念として 30,000円

・喜屋武鈴子様 （沖縄市久保田1丁目28－4）
故母　仲宗根春子様の香典返しとして 30,000円

・大城初美様 （北中城村字熱田1570－3）
故夫　大城弘行様の香典返しとして 30,000円

・與儀八重子様 （北中城村島袋707-1）
米寿祝記念として 35,000円

・玉城佐代子様 （北中城村喜舎場271-1）
故夫　玉城義一様の香典返しとして 30,000円

・安里高志様 （北中城村字喜舎場100）
故母　安里ヒロ子様の香典返しとして 30,000円

・北中三育キリスト教会 （北中城村荻道275-1）
チャリティー集金の収益金として 31,205円
・JU沖縄様 （北中城村字荻道390番地1）
社会福祉事業のための寄付 110，000円

・安里キヨ様 （北中城村字喜舎場77-2）
社会福祉事業のための寄付 20，000円
・岩永妙子様 （北中城村字喜舎場229－1　東栄アパート303）
社会福祉事業のための寄付 20，000円

・宮城正明様 （北中城村字仲順51）
社会福祉事業のための寄付 50，000円

・安里邦夫様 （北中城村字熱田24番地）
故母　安里春子様の香典返しとして 50,000円

・伊佐常代様 （北中城村字屋宜原３６－１）
故母　伊佐ツル子様の香典返しとして 30,000円

・ご家族一同様 （北中城村字熱田15番地）
故父　大城善春様の香典返しとして 30,000円

・比嘉信子様 （北中城村字安谷屋179）
米寿祝記念として 30,000円

・安里美代子様 （北中城村字荻道11）
米寿祝記念として 20,000円

・桃原峰子様 （北中城村字大城137）
カジマヤー記念として 30,000円

・安里洋昭様 （北中城村字荻道84番地）
故母　安里静子様の香典返しとして 30,000円

・喜納正子様 （北中城村熱田299）
米寿祝記念として 20,000円
・安里美枝子様 （北中城村熱田81）
米寿祝記念として 20,000円
・金城初子様 （北中城村字渡口518）
米寿祝記念として 20,000円

【生活支援体制整備事業についてのお問い合わせ】 
北中城村社会福祉協議会／☎935-4520（担当：下地、香村）　北中城村地域包括支援センター／☎935-5922

【生活支援体制整備事業からのお知らせ】 地域にある「お宝」を探しています！

歳をとっても、住み慣れた
地域で自分らしく、楽しく豊かに、
健康に暮らし続けたい！

人生100年時代。長生きして、いつまでも住み慣れた地域で元気に楽しく暮らしたい！
健康長寿のためにも、社会参加や、人・地域との関わりが大事です！
未来もずっと住みやすい地域のために、何をしたらいいのか…
一緒に考えていきましょう！今ある“お互いさま”の支え合い活動を大切にしながら…

北中城村で、「ご近所や地域で支え合いながら、楽しく
豊かに生活している方、グループ」を探しています！生活
支援コーディネーターがうかがって、取材をしたいと思
います！情報をおもちの方は、ぜひお声かけください♪

・福地トヨ様 （北中城村島袋549－2）
100,000円故夫　福地友信様の香典返し及び

福地トヨ様のカジマヤー祝記念として

 
・伊波惠美子様 （北中城村字島袋58－1）

10,000円古紙回収の収益金の一部として

・一般寄付

島袋婦人ボランティア草の根グループ　代表

2020年3月25日 12社協だより 北中城 89号1 2020年3月25日社協だより 北中城 89号



令和元年度　赤い羽根共同募金実績報告《法人大口募金》

《学童募金》 4校 105,949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

39,494円
16,500 円
22,600 円
27,355 円

《戸別募金》 2,558世帯 1,218,000円

《職域募金》 19件 1,190,782円

法人　個人　団体
金額（円）

字 名

喜舎場 365 182,500

140,000

 120,500

52,500

50,500

312,500

53,500

280

241

105

101

623

107

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 28 19,000

38,000

132,500

48,500

32,500

27,500

8,000

76

265

232

64

55

16

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）

200,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

北中城村役場
北中城村教育委員会
中城・北中城消防本部
特定医療法人アガペ会
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
すてら保育園
百登保育園
はなさき分校
北中城村社会福祉協議会
あやかりの杜
北中城村老人クラブ連合会事務局
中部徳洲会病院
沖縄ろう学校
ソーシャルワーク専門学校

53,160
19,500
14,500
100,000
14,151
67,000
14,024
14,500
20,000
20,500
9,250
10,900
14,224
15,129
6,000
1,000

757,000
33,444
6,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

64,173 (資)屋宜原自動車整備工場1件

30,000 宮城電気管理事務所　大城武夫2件

20,000 ㈱東洋企画印刷　楽邦寺　（有）万代設備3件

15,000 理想沖縄㈱1件

12,864 喜多仲1件

6,000 ㈱アーキ５Ｄ　 ㈱創設備　 ㈲おおば　㈲島設備　㈲メイコー事務機　安里信子6件

4,147 花時1件

3,900 安心消毒サービス1件

3,744 伊野波盛敏1件

琉球管理産業㈱　㈱世名城　㈱精巧エンジニアリング　㈱大東エンジニヤリング　㈲ぐすく開發
㈱都市建築設計　ナチュラエンジニアリング　㈲三省電気工事　㈱徳山建設　㈲嘉電設
イオンモール㈱イオンモール沖縄ライカム　合同会社ゆい　グループホームかえで
㈲新開技研　比嘉安孝司法書士事務所　ユニプラ㈱　㈲比嘉組　㈲美工開発　沖縄ホーチキ㈱
㈱EM研究機構　琉球料理の店心花　㈱沖縄建設技研　アリス幼稚園　㈲基技研
㈱琉球保安警備隊　金秀工業　沖プライ商事㈱　㈲産建開発　㈲美島開発
税理士法人砂川会計パートナーズ　ゆたかやそば　㈱協和テクノロジー　㈲向陽技建
㈱双葉測量設計　大同火災代理店オーシャン　㈱佐久本工機　比嘉則雄税理士事務所
仲本建設㈱　三善建設㈱　㈲大市内装工業　㈱大洋土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　㈱富士建設　不二宮工業㈱
北中衛生(名幸義樹)　普天間自動車学校　㈲ヤマウチ設備　アゲダ空調食品設備(株)
沖縄県農業協同組合北中城支店　㈲名嘉真製菓本舗　(株)国際ビル産業
パブラウンジエメラルド　㈱沖永開発　㈱興洋電子

㈱美桜組　㈲みどり総業　リトルエンジェルズ　㈲仁海建設　永技研㈱　㈱国際印刷
㈱海邦技術　ガレージ・康　㈲桂植木　㈲内盛産業　セラピードックスクール沖縄
吉嶺(比嘉竜一)　フジレンオートサービス　㈱テクノ工業　インプラン　KID'Sサポートいっぽ
㈱サザンヴィレッジ　朝日建設コンサルタント　㈱生田タイル　フィールドコミュニケーション
㈱福徳産業　㈱総合設計玉城　㈱サンコー　青雲測量設計　㈲海邦造園
㈲パブリックコンサルタンツ　㈲明城建設　ごきげんリハビリクリニック　インテリア日装
沖成コンサルタント　㈱南星　Ｔ・武岡建築設計室　㈱ホーム人財セキュリティ
㈲知念造園土木　㈲尚建設　㈲大日土木　㈱田幸技建コンサルタント
㈱芝岩エンジニアリング　上城技術情報㈱　沖縄ガーデン　政重機土木㈲　若松オート
㈱日興建設コンサルタント　リオスタジオ　㈲三友工務店　三協電設㈱
レーントウセントラル　オーシャンペット　㈲緑土産業　㈲文正堂　林設備
アゲナ建築設計事務所　きな薬局　オパス㈱　ゆうなタクシー㈱　照屋自動車整備工場
沖縄県中古自動車販売協会　安和淳一　中村綾子　匿名　熱田スーパー　新垣洋子
㈲緑建　㈲新興設備　山内商事　中村家

5,000 66件

10,000 53件

《街頭募金》 3件 352,232円

284,676 円

46,654 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

イオンモール（株）イオンモール沖縄ライカム

20,902 円

《その他募金》 1件 2,198円

2,198円社協窓口募金箱

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,701,000 円
4,508,989 円
166.9%

募金種別

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

1,218,000 円
1,190,782 円
105,949 円
352,232 円
1,293,084 円
346,744 円
2,198円

2020年3月25日 2社協だより 北中城 89号3 2020年3月25日社協だより 北中城 89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。



令和元年度　赤い羽根共同募金実績報告《法人大口募金》

《学童募金》 4校 105,949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

39,494円
16,500 円
22,600 円
27,355 円

《戸別募金》 2,558世帯 1,218,000円

《職域募金》 19件 1,190,782円

法人　個人　団体
金額（円）

字 名

喜舎場 365 182,500

140,000

 120,500

52,500

50,500

312,500

53,500

280

241

105

101

623

107

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 28 19,000

38,000

132,500

48,500

32,500

27,500

8,000

76

265

232

64

55

16

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）

200,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

北中城村役場
北中城村教育委員会
中城・北中城消防本部
特定医療法人アガペ会
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
すてら保育園
百登保育園
はなさき分校
北中城村社会福祉協議会
あやかりの杜
北中城村老人クラブ連合会事務局
中部徳洲会病院
沖縄ろう学校
ソーシャルワーク専門学校

53,160
19,500
14,500
100,000
14,151
67,000
14,024
14,500
20,000
20,500
9,250
10,900
14,224
15,129
6,000
1,000

757,000
33,444
6,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

64,173 (資)屋宜原自動車整備工場1件

30,000 宮城電気管理事務所　大城武夫2件

20,000 ㈱東洋企画印刷　楽邦寺　（有）万代設備3件

15,000 理想沖縄㈱1件

12,864 喜多仲1件

6,000 ㈱アーキ５Ｄ　 ㈱創設備　 ㈲おおば　㈲島設備　㈲メイコー事務機　安里信子6件

4,147 花時1件

3,900 安心消毒サービス1件

3,744 伊野波盛敏1件

琉球管理産業㈱　㈱世名城　㈱精巧エンジニアリング　㈱大東エンジニヤリング　㈲ぐすく開發
㈱都市建築設計　ナチュラエンジニアリング　㈲三省電気工事　㈱徳山建設　㈲嘉電設
イオンモール㈱イオンモール沖縄ライカム　合同会社ゆい　グループホームかえで
㈲新開技研　比嘉安孝司法書士事務所　ユニプラ㈱　㈲比嘉組　㈲美工開発　沖縄ホーチキ㈱
㈱EM研究機構　琉球料理の店心花　㈱沖縄建設技研　アリス幼稚園　㈲基技研
㈱琉球保安警備隊　金秀工業　沖プライ商事㈱　㈲産建開発　㈲美島開発
税理士法人砂川会計パートナーズ　ゆたかやそば　㈱協和テクノロジー　㈲向陽技建
㈱双葉測量設計　大同火災代理店オーシャン　㈱佐久本工機　比嘉則雄税理士事務所
仲本建設㈱　三善建設㈱　㈲大市内装工業　㈱大洋土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　㈱富士建設　不二宮工業㈱
北中衛生(名幸義樹)　普天間自動車学校　㈲ヤマウチ設備　アゲダ空調食品設備(株)
沖縄県農業協同組合北中城支店　㈲名嘉真製菓本舗　(株)国際ビル産業
パブラウンジエメラルド　㈱沖永開発　㈱興洋電子

㈱美桜組　㈲みどり総業　リトルエンジェルズ　㈲仁海建設　永技研㈱　㈱国際印刷
㈱海邦技術　ガレージ・康　㈲桂植木　㈲内盛産業　セラピードックスクール沖縄
吉嶺(比嘉竜一)　フジレンオートサービス　㈱テクノ工業　インプラン　KID'Sサポートいっぽ
㈱サザンヴィレッジ　朝日建設コンサルタント　㈱生田タイル　フィールドコミュニケーション
㈱福徳産業　㈱総合設計玉城　㈱サンコー　青雲測量設計　㈲海邦造園
㈲パブリックコンサルタンツ　㈲明城建設　ごきげんリハビリクリニック　インテリア日装
沖成コンサルタント　㈱南星　Ｔ・武岡建築設計室　㈱ホーム人財セキュリティ
㈲知念造園土木　㈲尚建設　㈲大日土木　㈱田幸技建コンサルタント
㈱芝岩エンジニアリング　上城技術情報㈱　沖縄ガーデン　政重機土木㈲　若松オート
㈱日興建設コンサルタント　リオスタジオ　㈲三友工務店　三協電設㈱
レーントウセントラル　オーシャンペット　㈲緑土産業　㈲文正堂　林設備
アゲナ建築設計事務所　きな薬局　オパス㈱　ゆうなタクシー㈱　照屋自動車整備工場
沖縄県中古自動車販売協会　安和淳一　中村綾子　匿名　熱田スーパー　新垣洋子
㈲緑建　㈲新興設備　山内商事　中村家

5,000 66件

10,000 53件

《街頭募金》 3件 352,232円

284,676 円

46,654 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

イオンモール（株）イオンモール沖縄ライカム

20,902 円

《その他募金》 1件 2,198円

2,198円社協窓口募金箱

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,701,000 円
4,508,989 円
166.9%

募金種別

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

1,218,000 円
1,190,782 円
105,949 円
352,232 円
1,293,084 円
346,744 円
2,198円

2020年3月25日 2社協だより 北中城 89号3 2020年3月25日社協だより 北中城 89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し利用される。

令和元年度に実施いたしました共同募金額の3,693,845円は、村社会福祉協議会に配分され令和
2年度の下記の事業として使われています。

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

高江洲義信　安里秀巳　安里績　幸地改一　大城良一　島袋輝子　中尾房子　喜納徳一郎
宮城シズエ　大城加代　ヘアーサロン、デ、ジャヴ　名幸房男　伊佐信榮渡　口13件1,000

屋宜原14件1,000

仲村和子　森田眞喜子　又吉盛繁　森田孟則　與儀利枝　比屋根良信瑞慶覧　6件1,000

令和元年度 赤い羽根共同募金実績

募金総額 4,508,989円（目標額2,701,000円）

《大口募金協力者》　法人　個人　団体

886,000円

3,622,989円＋70,856円 3,693,845円（令和2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. 老人福祉活動事業
（親子で習字講座、親子で物作り体験）

4. 母子・父子福祉活動事業

（子どもと老人の集い、第26回子どもまつり）
3. 児童・青少年福祉活動事業

（役職員・評議員研修、社協だより）
6. 福祉育成・援助活動事業

2. 障害者（児）福祉活動事業
（ふれあいピクニック、ふれあい福祉交流
会＜第17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. ボランティア活動事業
（生き生きふれあい会、お茶飲みサロン、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）

ウォーターステーション（島袋店）　与儀正徳　仲村侑子　安里司法書士事務所　安里治
喜屋武馨　仲宗根鈴子　仲村ハル子　岩盤浴天の川　名幸律子　比嘉初子

ヒーリングスペースSun Mi-yu　学童ふれあいクラブ　㈱チェリーペーパー　どんどん亭　
クボタ設備工業　(有)サガワ設備工業　東江ポンプ（有）　城徳寺　(有)ブロッサム
城まんじゅう　峠の茶屋　米須自動車修理工場　喜舎場美容室　中部自動車サービス
(有)親冨祖工業　米須商店　(有)Oｓｈｉｒｏ設計　比嘉昭子　喜納博　新垣芳子

3,000 20件

2,000 11件

フラワーショップ春らんまん　三球電設　大水産業　（有）比嘉重機　新里八重子1,000 5件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

三育小学校 島袋小学校

北中城小学校 北中城中学校　街頭募金

野村謙　徳山直美　仲泊暁美　渡口正直　伊藤勝義　仲泊清子　大屋三千代　比嘉實　
HairSalon ロヂーナ　比嘉孝則　安里常要　比嘉多津子　喜屋武隆　大城達彦　安里輝光
サウンドギャラリー　大屋八十二　安里吉友　大城美智子　比嘉温子　仲泊兼徳　仲泊兼康
安里三雄　比嘉洋子　中村長健　安里成徳　安里昌次郎　安里政紀　安里正一　比嘉佐智子
安里キヨ　安照設計　照電気工事社　安里浄治　ミラードリッチ　大泊スエ子
産機サービス沖縄（株）　安里昌栄　喫茶店Ｕ　安里一三　安里初恵　安里清子

1,000 喜舎場42件

稲嶺日出夫　コリブリー　新垣盛光　国吉安子　棚原克也　石嶺智子　美容室ラポール
新垣健雄　佐藤充好　与儀孝　比嘉光雄　比嘉善信　山内米廣　安里幸男　比嘉ヤス子　
金城直義　仲松健　金城直秀　宮城正子　宮城ヒロ子　比嘉洋子　宮城永昌　比嘉得正
安谷屋スーパー　比嘉守光　宮城盛光　比嘉一郎

1,000 安谷屋27件

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

1,000 仲　順20件

城間利広　安里春美　喜納由美　金城秀安　具志堅春美　大城八重子　山城トモ子
名幸宏明　喜納宏　大城勇一　城間康弘　アキ子美容室　大城ヤス子　安里チヨ子1,000 熱　田14件

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

和仁屋17件1,000

村吉政和　当真ユリ子　新垣美枝子　山内武春　新垣善市　仲間勝子　新垣善彦
新垣進市　新城春雄　稲嶺盛律石　平10件1,000

焼き肉比嘉家　山川章　ラーメン大桜　宮城盛夫　ヘアーリゾート ピタマハ（吉田満也）
古堅トシ子　ローソン県総合運動公園前　大城正廣美　崎　8件1,000

安里利智子　久保和彦　稲福恭秀　金城清正　砂川恵重　安和守武　世名城盛進　松本隆
比嘉仁子　安里俊明　城間正子　安里邦雄　安里きよ　ビューティースペースあんり
平田保　松本文夫　安里修　比嘉美智子　安里秀雄　新里均

荻　道20件1,000

匿名　安里正信　安里信美　砂川長信　新垣秀昭　小藪裕延　桃原敏　新垣公子　仲村政啓
外間清子　川上辰雄　久高靖　さーふーふー（中村秀子）　大城幸子　安里誠晁
我謝那奈子　外間裕　安里弘　大城常弘　花緑園（比嘉克也）　新垣真一　タマキオート

大　城22件1,000

與儀智子　知念絹代　めぐみ企画　喜納修　ゆがふ整骨院　玉城真由美　中村功　比嘉昌賢
前田郷美　山田春美　中村初子　中村貴世子　与那覇盛勇　比嘉英順　富永みさ子
パーラーたえちゃん　比嘉正仁　カットハウスＣＯＥＵＲ　クプル　知名フミ子　比嘉光江
ヨギ電装　ヤマデン　喜屋武照子　パーラーピノキオ　島袋ストア（比嘉栄）　比嘉洋子
宮城恵子　中部宝石　南山

30件
島　袋
比　嘉

1,000

2020年3月25日 4社協だより 北中城 89号5 2020年3月25日社協だより 北中城 89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し利用される。

令和元年度に実施いたしました共同募金額の3,693,845円は、村社会福祉協議会に配分され令和
2年度の下記の事業として使われています。

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

高江洲義信　安里秀巳　安里績　幸地改一　大城良一　島袋輝子　中尾房子　喜納徳一郎
宮城シズエ　大城加代　ヘアーサロン、デ、ジャヴ　名幸房男　伊佐信榮渡　口13件1,000

屋宜原14件1,000

仲村和子　森田眞喜子　又吉盛繁　森田孟則　與儀利枝　比屋根良信瑞慶覧　6件1,000

令和元年度 赤い羽根共同募金実績

募金総額 4,508,989円（目標額2,701,000円）

《大口募金協力者》　法人　個人　団体

886,000円

3,622,989円＋70,856円 3,693,845円（令和2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. 老人福祉活動事業
（親子で習字講座、親子で物作り体験）

4. 母子・父子福祉活動事業

（子どもと老人の集い、第26回子どもまつり）
3. 児童・青少年福祉活動事業

（役職員・評議員研修、社協だより）
6. 福祉育成・援助活動事業

2. 障害者（児）福祉活動事業
（ふれあいピクニック、ふれあい福祉交流
会＜第17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. ボランティア活動事業
（生き生きふれあい会、お茶飲みサロン、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）

ウォーターステーション（島袋店）　与儀正徳　仲村侑子　安里司法書士事務所　安里治
喜屋武馨　仲宗根鈴子　仲村ハル子　岩盤浴天の川　名幸律子　比嘉初子

ヒーリングスペースSun Mi-yu　学童ふれあいクラブ　㈱チェリーペーパー　どんどん亭　
クボタ設備工業　(有)サガワ設備工業　東江ポンプ（有）　城徳寺　(有)ブロッサム
城まんじゅう　峠の茶屋　米須自動車修理工場　喜舎場美容室　中部自動車サービス
(有)親冨祖工業　米須商店　(有)Oｓｈｉｒｏ設計　比嘉昭子　喜納博　新垣芳子

3,000 20件

2,000 11件

フラワーショップ春らんまん　三球電設　大水産業　（有）比嘉重機　新里八重子1,000 5件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

三育小学校 島袋小学校

北中城小学校 北中城中学校　街頭募金

野村謙　徳山直美　仲泊暁美　渡口正直　伊藤勝義　仲泊清子　大屋三千代　比嘉實　
HairSalon ロヂーナ　比嘉孝則　安里常要　比嘉多津子　喜屋武隆　大城達彦　安里輝光
サウンドギャラリー　大屋八十二　安里吉友　大城美智子　比嘉温子　仲泊兼徳　仲泊兼康
安里三雄　比嘉洋子　中村長健　安里成徳　安里昌次郎　安里政紀　安里正一　比嘉佐智子
安里キヨ　安照設計　照電気工事社　安里浄治　ミラードリッチ　大泊スエ子
産機サービス沖縄（株）　安里昌栄　喫茶店Ｕ　安里一三　安里初恵　安里清子

1,000 喜舎場42件

稲嶺日出夫　コリブリー　新垣盛光　国吉安子　棚原克也　石嶺智子　美容室ラポール
新垣健雄　佐藤充好　与儀孝　比嘉光雄　比嘉善信　山内米廣　安里幸男　比嘉ヤス子　
金城直義　仲松健　金城直秀　宮城正子　宮城ヒロ子　比嘉洋子　宮城永昌　比嘉得正
安谷屋スーパー　比嘉守光　宮城盛光　比嘉一郎

1,000 安谷屋27件

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

1,000 仲　順20件

城間利広　安里春美　喜納由美　金城秀安　具志堅春美　大城八重子　山城トモ子
名幸宏明　喜納宏　大城勇一　城間康弘　アキ子美容室　大城ヤス子　安里チヨ子1,000 熱　田14件

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

和仁屋17件1,000

村吉政和　当真ユリ子　新垣美枝子　山内武春　新垣善市　仲間勝子　新垣善彦
新垣進市　新城春雄　稲嶺盛律石　平10件1,000

焼き肉比嘉家　山川章　ラーメン大桜　宮城盛夫　ヘアーリゾート ピタマハ（吉田満也）
古堅トシ子　ローソン県総合運動公園前　大城正廣美　崎　8件1,000

安里利智子　久保和彦　稲福恭秀　金城清正　砂川恵重　安和守武　世名城盛進　松本隆
比嘉仁子　安里俊明　城間正子　安里邦雄　安里きよ　ビューティースペースあんり
平田保　松本文夫　安里修　比嘉美智子　安里秀雄　新里均

荻　道20件1,000

匿名　安里正信　安里信美　砂川長信　新垣秀昭　小藪裕延　桃原敏　新垣公子　仲村政啓
外間清子　川上辰雄　久高靖　さーふーふー（中村秀子）　大城幸子　安里誠晁
我謝那奈子　外間裕　安里弘　大城常弘　花緑園（比嘉克也）　新垣真一　タマキオート

大　城22件1,000

與儀智子　知念絹代　めぐみ企画　喜納修　ゆがふ整骨院　玉城真由美　中村功　比嘉昌賢
前田郷美　山田春美　中村初子　中村貴世子　与那覇盛勇　比嘉英順　富永みさ子
パーラーたえちゃん　比嘉正仁　カットハウスＣＯＥＵＲ　クプル　知名フミ子　比嘉光江
ヨギ電装　ヤマデン　喜屋武照子　パーラーピノキオ　島袋ストア（比嘉栄）　比嘉洋子
宮城恵子　中部宝石　南山

30件
島　袋
比　嘉

1,000

2020年3月25日 4社協だより 北中城 89号5 2020年3月25日社協だより 北中城 89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。



第32回　ふれあいクリーンアップ大作戦

仲順自治会津波避難訓練及び炊き出し訓練を初めて実施
～第25回地域のみんなで支え合う防災対策村民講座～

　令和2年2月9日に「やってみたいという気持ち
が大事！」をテーマに掲げ、第32回ふれあいクリー
ンアップ大作戦をしおさい公苑にて行いました。
　ふれあいクリーンアップ大作戦は、公苑周辺の
美化活動だけでなく、子どもからお年寄り、障害の
ある方々等が清掃活動を通して交流を図ることも
目的のひとつとして行われています。今回も村内
外の福祉施設、医療機関等の職員をはじめ、たく
さんの人達が参加してくれました。
　さらにふれあいクリーンアップ大作戦とあわせ
て「第24回地域のみんなで支え合う防災対策村

民講座」を開催し、県営北中城団地自治会自主防
災会の協力のもと、「炊き出し訓練」で作って頂い
たアーサを使ったゆし豆腐汁を参加者の皆さんに
お配りしました。
　今後も、様々な世代と交流しながら、公苑周辺
の環境美化と防災意識の向上を図っていきたいと
思います。
　参加された皆さま、並びに関係機関の皆さまの
ご協力大変ありがとうございました。今後とも福
祉の推進にご理解とご協力を宜しくお願い申し上
げます。

令和元年度 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
1,533,341 円
1,890,463 円
2,187,804 円

117.9%

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,641世帯
8件
2件
79件

814,015 円
36,067 円
6,000円

677,259 円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《戸別募金》 2,641世帯 814,015円

79件 677,259円

合計　1,236,000円

令和元年度 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48世帯／158人
支給総額／816，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／19人
支給総額／285，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／9人
支給総額／135，000円

《職域募金》 8件 36,067円

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

字 名

喜舎場 373 112,000

77,700

 77,100

31,500

36,000

231,500

33,600

245

257

105

120

734

112

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 38 16,100

23,700

83,100

35,100

26,400

17,700

12,515

79

277

117

83

59

42

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）

22,148 ㈲嘉電設1件

11,111 ㈱かみもり設計1件

3,000 ㈱海邦技研　㈱国際印刷　沖縄ガーデン3件

10,000 32件

5,000 35件

20,000 7件

《個人大口》 2件 6,000円

職場名 金額（円）

1
2
3
4
5
6

7
8

村老連役員職員一同 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 2,942

氏名又は団体名 金額（円）

1
2

安里信美 3,000
比嘉盛夫 3,000

楽邦寺　コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ　㈲万代設備　㈱富士建設　北中衛生（名幸義樹）
㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱

㈱城総合ビル管理　㈱光エンジニア　㈲めーばる設計工房　太田建設㈱　㈲グローインサービス
㈱エコパル舎　㈲アカナ設備設計　㈱世名城　㈱精巧エンジニアリング　永技研㈱　琉球ダイハツ販売㈱
ナチュラエンジニアリング　㈲三省電気工事　㈱トラストエンジニア　㈲国吉組　㈲新開技研
㈱沖縄建設技研　㈲美工開発　㈲基技研　金秀工業　重信電気工事㈱
㈱田幸技建コンサルタント　㈲向陽技建　㈱双葉測量設計　東洋電気工事㈱　仲本建設㈱
三善建設㈱　㈱大洋土木コンサルタント　不二宮工業㈱　㈱喜納一工業
㈱興洋電子　㈱沖永開発

第一工業㈱　東建設㈱　沖縄シビル開発㈱　㈲日幸建設　㈲緑新開発　㈱丸元電気工事
㈱日本電設　㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲仁海建設　㈲緑建　(合)リュウタン　㈲開成実業
㈲ぐすく開發　沖縄グリーンメンテナンス　㈲桂植木　㈲渡久地建設　㈱ホープ設計
朝日建設コンサルタント　㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　沖成コンサルタント
あすもり建設コンサルタント　アザマアンドカンパニー　Ｔ・武岡建築設計室　㈱ホーム人財セキュリティ
㈲尚建設　㈲大日土木　㈱中央建設コンサルタント　㈲浦工業　㈱芝岩エンジニアリング
㈲明城建設　上城技術情報㈱　㈲産建開発　㈱南伸

　仲順自治会にて初めての津波想定避難訓練
を2月9日（日）午前10時～12時の日程で、仲順
自治会自主防災会、仲順自治会、地区民生委員
児童委員の主催で訓練を開催しました。
　今回の訓練想定は、高台地域の仲順自治会と
して、地震発災後、自治会の3分の1以上の建物
が全半壊し、20分後の津波の襲来の危険と自
宅が、余震による倒壊または、火災の恐れがあ
り、高台への避難が必要となったものとし、仲順
自治会の地震・津波災害の指定緊急避難場所
「仲順公園」を確認することができました。
　また、仲順公園へ避難した後は、自主防災会
のみなさんが、防災資機材を使った炊き出し訓
練で、沖縄そばとジューシーを作って、参加され
た方々に振舞っていただきました。
　今後は、継続した形で様々な想定を通した訓
練を行い、自治会長、民生委員児童委員のみな

さんと連携を図りながら、災害時避難行動要支
援者を巻き込んだ訓練や海岸地域のみなさんと
連携した、受け入れ訓練も開催できたらとの声
もありました。北中城村社協としても防災訓練
を通じて、あらためて自分ができる防災意識に
ついて学び、自分の身は自分で守ることの大切
さや自分の地
域は自分たち
でしっかり守る
ことの大切さ、
自助・互助・共
助・公助を意識
した災害にも
強い地域づく
りをサポートし
ていきたいと思
います。

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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第32回　ふれあいクリーンアップ大作戦

仲順自治会津波避難訓練及び炊き出し訓練を初めて実施
～第25回地域のみんなで支え合う防災対策村民講座～

　令和2年2月9日に「やってみたいという気持ち
が大事！」をテーマに掲げ、第32回ふれあいクリー
ンアップ大作戦をしおさい公苑にて行いました。
　ふれあいクリーンアップ大作戦は、公苑周辺の
美化活動だけでなく、子どもからお年寄り、障害の
ある方々等が清掃活動を通して交流を図ることも
目的のひとつとして行われています。今回も村内
外の福祉施設、医療機関等の職員をはじめ、たく
さんの人達が参加してくれました。
　さらにふれあいクリーンアップ大作戦とあわせ
て「第24回地域のみんなで支え合う防災対策村

民講座」を開催し、県営北中城団地自治会自主防
災会の協力のもと、「炊き出し訓練」で作って頂い
たアーサを使ったゆし豆腐汁を参加者の皆さんに
お配りしました。
　今後も、様々な世代と交流しながら、公苑周辺
の環境美化と防災意識の向上を図っていきたいと
思います。
　参加された皆さま、並びに関係機関の皆さまの
ご協力大変ありがとうございました。今後とも福
祉の推進にご理解とご協力を宜しくお願い申し上
げます。

令和元年度 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
1,533,341 円
1,890,463 円
2,187,804 円

117.9%

募金種別

戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,641世帯
8件
2件
79件

814,015 円
36,067 円
6,000円

677,259 円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《戸別募金》 2,641世帯 814,015円

79件 677,259円

合計　1,236,000円

令和元年度 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48世帯／158人
支給総額／816，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／19人
支給総額／285，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／9人
支給総額／135，000円

《職域募金》 8件 36,067円
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字 名

喜舎場 373 112,000
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㈱田幸技建コンサルタント　㈲向陽技建　㈱双葉測量設計　東洋電気工事㈱　仲本建設㈱
三善建設㈱　㈱大洋土木コンサルタント　不二宮工業㈱　㈱喜納一工業
㈱興洋電子　㈱沖永開発

第一工業㈱　東建設㈱　沖縄シビル開発㈱　㈲日幸建設　㈲緑新開発　㈱丸元電気工事
㈱日本電設　㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲仁海建設　㈲緑建　(合)リュウタン　㈲開成実業
㈲ぐすく開發　沖縄グリーンメンテナンス　㈲桂植木　㈲渡久地建設　㈱ホープ設計
朝日建設コンサルタント　㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　沖成コンサルタント
あすもり建設コンサルタント　アザマアンドカンパニー　Ｔ・武岡建築設計室　㈱ホーム人財セキュリティ
㈲尚建設　㈲大日土木　㈱中央建設コンサルタント　㈲浦工業　㈱芝岩エンジニアリング
㈲明城建設　上城技術情報㈱　㈲産建開発　㈱南伸

　仲順自治会にて初めての津波想定避難訓練
を2月9日（日）午前10時～12時の日程で、仲順
自治会自主防災会、仲順自治会、地区民生委員
児童委員の主催で訓練を開催しました。
　今回の訓練想定は、高台地域の仲順自治会と
して、地震発災後、自治会の3分の1以上の建物
が全半壊し、20分後の津波の襲来の危険と自
宅が、余震による倒壊または、火災の恐れがあ
り、高台への避難が必要となったものとし、仲順
自治会の地震・津波災害の指定緊急避難場所
「仲順公園」を確認することができました。
　また、仲順公園へ避難した後は、自主防災会
のみなさんが、防災資機材を使った炊き出し訓
練で、沖縄そばとジューシーを作って、参加され
た方々に振舞っていただきました。
　今後は、継続した形で様々な想定を通した訓
練を行い、自治会長、民生委員児童委員のみな

さんと連携を図りながら、災害時避難行動要支
援者を巻き込んだ訓練や海岸地域のみなさんと
連携した、受け入れ訓練も開催できたらとの声
もありました。北中城村社協としても防災訓練
を通じて、あらためて自分ができる防災意識に
ついて学び、自分の身は自分で守ることの大切
さや自分の地
域は自分たち
でしっかり守る
ことの大切さ、
自助・互助・共
助・公助を意識
した災害にも
強い地域づく
りをサポートし
ていきたいと思
います。
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親子でアイシングクッキーづくりを行いました♩
　令和元年11月17日（日）村総合社会福祉
センターにて、村母子寡婦福祉会と共催で、
ひとり親家庭の親子を対象に「親子で物作り
講座」を開催しました。今年は、うるま市に店
舗を設けている山田枝利奈氏を講師に招き、

「アイシングクッキーづくり」を行いました。参
加者のほとんどが初体験で、大人よりも子ど
もたちの方がとても上手に仕上がっており、
親子で楽しみながら作品作りに取り組むこと
ができました。

北中城村障害者地域活動支援センターあざみ　～活動報告～
　北中城村障害者地域活動支援センターあざみでは令
和元年11月29日（金）に社会見学を実施しました。ビオ
スの丘では遊覧船に乗り様々な植物を鑑賞するなど楽し
みました。昼食は「むら咲むら」にて沖縄料理を堪能し、
その後読谷ファーマーズマーケット「ゆんた市場」にて買
い物を楽しみました。日頃なかなか外出が難しい利用者
さんも多く、皆さんお土産を買ったりアイスを食べたりし
て楽しまれていました。利用者さんからは「また外出をし
たい」との声を頂きました。

【北中城村民生委員・児童委員の紹介】

北中城村民生委員児童委員協議会からのお知らせ

　令和元年12月1日より新たに30名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱されまし
た。村民の皆さま、関係機関の皆さま宜しくお願い致します。任期は令和元年12月1日より令和
4年11月末までの3年間です。

【民生委員・児童委員に関するご相談、お問い合わせ】
北中城村民生委員児童委員協議会（事務局：北中城村社会福祉協議会）

沖縄県中頭郡北中城村字仲順451番地　☎098-935-4520　FAX098-935-4603

喜舎場
大城　美智子

ご存知ですか？
わたしたちは、民生委員・児童委員、
主任児童委員です

みんせいいいん じどういいん

しゅにんじどういいん

民生委員制度は平成29年に創設100年

喜舎場
比嘉　實

喜舎場
仲泊　暁美

喜舎場
德山　直美

仲順
比嘉　順子

仲順
仲本　寿美江

仲順
比嘉　則子

熱田
山城　トモ子

熱田
具志堅　春美

和仁屋
天久　範子

和仁屋
比嘉　清美

渡口
大城　加代

島袋
與儀　智子

島袋
前田　郷美

島袋
中村　初子

島袋
山内　仁

島袋
与座　さよ子

島袋
宮城　親誠

屋宜原
上里　幸政

屋宜原
新里　智一

瑞慶覧
與儀　利枝

石平
新垣　美枝子

安谷屋
佐久本　盛明

安谷屋
国吉　安子

荻道
久保　玲子

大城
我謝　那奈子

北中城団地
玉城　朱美

美崎
又吉　次美

主任児童委員
安里　信美

主任児童委員
安里　恵

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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親子でアイシングクッキーづくりを行いました♩
　令和元年11月17日（日）村総合社会福祉
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た。村民の皆さま、関係機関の皆さま宜しくお願い致します。任期は令和元年12月1日より令和
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北中城村民生委員児童委員協議会（事務局：北中城村社会福祉協議会）

沖縄県中頭郡北中城村字仲順451番地　☎098-935-4520　FAX098-935-4603
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令和元年度　奉仕作業　報告

ふれあい子育てサロンに参加してみませんか!?

　毎月第4金曜日に各字老人クラブの皆さんにご協力頂き、村総合社会福祉センター周辺の草刈り作
業を行っております。今年度は7団体の皆さまにご協力頂きました。熱中症予防、社協行事、コロナウイ
ルス予防の兼ね合いもあり、7月、8月、11月、令和2年2月、3月は社協職員にて草刈りを行いました。
　多くの老人クラブの皆さま、今年も大変お疲れさまでした。また、環境美化へのご協力ありがとうご
ざいました。次年度もご協力を宜しくお願いします。

令和元年度　福祉体験授業　北中城小学校・島袋小学校

　ふれあい子育てサロンは、未就学で家庭保育をされている世帯などを対象に、子どもと保護
者同士がつながる・子育て世帯が地域とつながることを目的に、村内の字公民館や児童館等で
開催しております。
　子育てサロンでは、親子の交流や情報交換、絵本の読み聞かせ、自由遊び、体操、育児講演会などの
活動をしています。利用登録制等
はありませんので、お気軽にご参
加ください。多くの皆さんのご参
加をお待ちしてます♪

令和元年度　ボランティア活動パネル展示会

　村内小・中・高校、各字自治会、ボランティア団体にご協力頂き、「ボランティア活動パネル展示
会」を今年度も開催しております。1月31日～2月12日 沖縄銀行北中城支店、2月13日～2月
21日 沖縄県農業協同組合北中城支店、2月22日～3月4日 北中城村役場、3月5日～3月13
日 琉球銀行北中城支店、3月14日～3月25日 北中城村中央公民館、3月25日～4月3日　あ
やかりの杜、4月4日以降は北中城村総合社会福祉センターにて展示しています。当事業に対し
まして、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

作業後の風景

北中城小学校（車イス体験、アイマスク体験、手話交流会）

渡口寿会の皆さん

※熱中症予防、社協行事、コロナウイルス予防のため中止

実施日 実施団体名 実施日 実施団体名

4月26日

5月24日

6月28日

7月26日

8月23日

9月27日

熱田かりゆし会

和仁屋和む会

渡口寿会

※島袋老人クラブ

※屋宜原老人クラブ

石平老人クラブ

10月25日

11月22日

12月27日

1月24日

2月28日

3月27日

安谷屋若松会

※荻道老人クラブ

大城老人クラブ

喜舎場熟年クラブ

※仲順老人クラブ

※熱田かりゆし会

あった あだにや わかまつかい

わにや おぎどう

とぐちことぶきかい おおぐすく

しまぶく きしゃば じゅくねん

や ぎ

いしんだ あった かい

ばる ちゅんじゅん

なご かい

かい

【問い合わせ】 北中城村社会福祉協議会／☎935－4520

※参加費（おやつ代）100円をサロン当日に
徴収しています。ご理解とご協力をお願いし
ます。
※毎回開催場所が異なりますので、初めての
方は下記までお問い合わせください。

　村立小学校に通う4年生を対象に、「福祉教
育」の授業を全11回開催していただきました。
内容としては「社協職員による福祉を知っても
らう丁寧な講話」や「障がい者スポーツ：ボッ
チャ体験」、「デイサービスセンターしおさいの
利用者と交流会」をはじめ、障がいを持つ方を
講師に招き「アイマスクを着用しての視覚障が
い体験」、「車イス介助体験」、「北京パラリン
ピック車イスマラソン銀メダリストの上与那原
寛和さんによる講話」、「手話サークルメンバー
との交流」を通して、障がいや日々の生活での
工夫等、様々な目線から福祉を考える貴重な

機会となりました。
　障がいがあってもなくても、一人で乗り越え
ることが難しい事は生きていく中でたくさんあ
ります。その時に「大丈夫ですか？何か手伝い
ますか？」と声をかけてくれる、助けてくれる人
がいると心強いですね。自分の家族や友達、大
事な人を想いやる「優しい気持ち」を、他人が
困っている時に少しでも分けてあげれる事が福
祉だと思っています。
　ご協力いただいた北中城小学校・島袋小学
校の先生方・生徒のみなさん、各講師のみなさ
ん、ありがとうございました。

島袋小学校（上与那原さん講話、ボッチャ、手話交流会）

ボランティアパネル

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。

2020年3月25日 2020年3月25日 10ボランティアだより 北中城 41ボランティアだより 北中城 4111



令和元年度　奉仕作業　報告

ふれあい子育てサロンに参加してみませんか!?

　毎月第4金曜日に各字老人クラブの皆さんにご協力頂き、村総合社会福祉センター周辺の草刈り作
業を行っております。今年度は7団体の皆さまにご協力頂きました。熱中症予防、社協行事、コロナウイ
ルス予防の兼ね合いもあり、7月、8月、11月、令和2年2月、3月は社協職員にて草刈りを行いました。
　多くの老人クラブの皆さま、今年も大変お疲れさまでした。また、環境美化へのご協力ありがとうご
ざいました。次年度もご協力を宜しくお願いします。

令和元年度　福祉体験授業　北中城小学校・島袋小学校

　ふれあい子育てサロンは、未就学で家庭保育をされている世帯などを対象に、子どもと保護
者同士がつながる・子育て世帯が地域とつながることを目的に、村内の字公民館や児童館等で
開催しております。
　子育てサロンでは、親子の交流や情報交換、絵本の読み聞かせ、自由遊び、体操、育児講演会などの
活動をしています。利用登録制等
はありませんので、お気軽にご参
加ください。多くの皆さんのご参
加をお待ちしてます♪

令和元年度　ボランティア活動パネル展示会

　村内小・中・高校、各字自治会、ボランティア団体にご協力頂き、「ボランティア活動パネル展示
会」を今年度も開催しております。1月31日～2月12日 沖縄銀行北中城支店、2月13日～2月
21日 沖縄県農業協同組合北中城支店、2月22日～3月4日 北中城村役場、3月5日～3月13
日 琉球銀行北中城支店、3月14日～3月25日 北中城村中央公民館、3月25日～4月3日　あ
やかりの杜、4月4日以降は北中城村総合社会福祉センターにて展示しています。当事業に対し
まして、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

作業後の風景

北中城小学校（車イス体験、アイマスク体験、手話交流会）

渡口寿会の皆さん

※熱中症予防、社協行事、コロナウイルス予防のため中止

実施日 実施団体名 実施日 実施団体名

4月26日
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しまぶく きしゃば じゅくねん
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いしんだ あった かい

ばる ちゅんじゅん

なご かい

かい

【問い合わせ】 北中城村社会福祉協議会／☎935－4520

※参加費（おやつ代）100円をサロン当日に
徴収しています。ご理解とご協力をお願いし
ます。
※毎回開催場所が異なりますので、初めての
方は下記までお問い合わせください。

　村立小学校に通う4年生を対象に、「福祉教
育」の授業を全11回開催していただきました。
内容としては「社協職員による福祉を知っても
らう丁寧な講話」や「障がい者スポーツ：ボッ
チャ体験」、「デイサービスセンターしおさいの
利用者と交流会」をはじめ、障がいを持つ方を
講師に招き「アイマスクを着用しての視覚障が
い体験」、「車イス介助体験」、「北京パラリン
ピック車イスマラソン銀メダリストの上与那原
寛和さんによる講話」、「手話サークルメンバー
との交流」を通して、障がいや日々の生活での
工夫等、様々な目線から福祉を考える貴重な

機会となりました。
　障がいがあってもなくても、一人で乗り越え
ることが難しい事は生きていく中でたくさんあ
ります。その時に「大丈夫ですか？何か手伝い
ますか？」と声をかけてくれる、助けてくれる人
がいると心強いですね。自分の家族や友達、大
事な人を想いやる「優しい気持ち」を、他人が
困っている時に少しでも分けてあげれる事が福
祉だと思っています。
　ご協力いただいた北中城小学校・島袋小学
校の先生方・生徒のみなさん、各講師のみなさ
ん、ありがとうございました。

島袋小学校（上与那原さん講話、ボッチャ、手話交流会）

ボランティアパネル
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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）

地域の絆を深め、結の心で支える、きたなかぐすく
【北中城村社会福祉協議会基本理念】

令和元年度 北中城村市民後見推進事業　やさしい権利擁護講演会
～お互いを想い支えあうために大切なことを倫理と物語の視点から考える～

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。（10月1日～2月末日）

一般寄付

・やさしい権利擁護講演会

・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

P.1

P.2～P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10～P.11
P.12

目　次
・クリーンアップ大作戦
・自主防災活動報告

・北中城村母子会活動報告
・北中城村障害者地域活動支援セ
ンターあざみ活動報告

・北中城村民生委員児童委員
協議会からのお知らせ

・ボランティア便り41号

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づ
くりを目指して、北中城村では地域住民や福祉関係
者等を対象に権利擁護に関する研修会等を行ってお
ります。
　令和2年2月15日（土）、北中城村と権利擁護支援セ
ンターひまわりが共催し、やさしい権利擁護講演会
が開催されました。講師に、琉球大学医学部附属病院

臨床倫理士の金城隆展氏をお招きし、倫理を通して
住民同士が支え合う地域づくりのために、ご自身や
大切な方の人生とお互いを想い支え合うために大切
なこと等についてご講演いただきました。
　今回、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、気づきや学びが多い
講習会となりました。

・諸見里幸子様 （北中城村字仲順38番地）
故母　福地シゲ様の香典返しとして 30,000円

・新垣盛孝様 （北中城村字安谷屋143－5）
トーカチ祝記念として 30,000円

・喜屋武鈴子様 （沖縄市久保田1丁目28－4）
故母　仲宗根春子様の香典返しとして 30,000円

・大城初美様 （北中城村字熱田1570－3）
故夫　大城弘行様の香典返しとして 30,000円

・與儀八重子様 （北中城村島袋707-1）
米寿祝記念として 35,000円

・玉城佐代子様 （北中城村喜舎場271-1）
故夫　玉城義一様の香典返しとして 30,000円

・安里高志様 （北中城村字喜舎場100）
故母　安里ヒロ子様の香典返しとして 30,000円

・北中三育キリスト教会 （北中城村荻道275-1）
チャリティー集金の収益金として 31,205円
・JU沖縄様 （北中城村字荻道390番地1）
社会福祉事業のための寄付 110，000円

・安里キヨ様 （北中城村字喜舎場77-2）
社会福祉事業のための寄付 20，000円
・岩永妙子様 （北中城村字喜舎場229－1　東栄アパート303）
社会福祉事業のための寄付 20，000円

・宮城正明様 （北中城村字仲順51）
社会福祉事業のための寄付 50，000円

・安里邦夫様 （北中城村字熱田24番地）
故母　安里春子様の香典返しとして 50,000円

・伊佐常代様 （北中城村字屋宜原３６－１）
故母　伊佐ツル子様の香典返しとして 30,000円

・ご家族一同様 （北中城村字熱田15番地）
故父　大城善春様の香典返しとして 30,000円

・比嘉信子様 （北中城村字安谷屋179）
米寿祝記念として 30,000円

・安里美代子様 （北中城村字荻道11）
米寿祝記念として 20,000円

・桃原峰子様 （北中城村字大城137）
カジマヤー記念として 30,000円

・安里洋昭様 （北中城村字荻道84番地）
故母　安里静子様の香典返しとして 30,000円

・喜納正子様 （北中城村熱田299）
米寿祝記念として 20,000円
・安里美枝子様 （北中城村熱田81）
米寿祝記念として 20,000円
・金城初子様 （北中城村字渡口518）
米寿祝記念として 20,000円

【生活支援体制整備事業についてのお問い合わせ】 
北中城村社会福祉協議会／☎935-4520（担当：下地、香村）　北中城村地域包括支援センター／☎935-5922

【生活支援体制整備事業からのお知らせ】 地域にある「お宝」を探しています！

歳をとっても、住み慣れた
地域で自分らしく、楽しく豊かに、
健康に暮らし続けたい！

人生100年時代。長生きして、いつまでも住み慣れた地域で元気に楽しく暮らしたい！
健康長寿のためにも、社会参加や、人・地域との関わりが大事です！
未来もずっと住みやすい地域のために、何をしたらいいのか…
一緒に考えていきましょう！今ある“お互いさま”の支え合い活動を大切にしながら…

北中城村で、「ご近所や地域で支え合いながら、楽しく
豊かに生活している方、グループ」を探しています！生活
支援コーディネーターがうかがって、取材をしたいと思
います！情報をおもちの方は、ぜひお声かけください♪

・福地トヨ様 （北中城村島袋549－2）
100,000円故夫　福地友信様の香典返し及び

福地トヨ様のカジマヤー祝記念として

 
・伊波惠美子様 （北中城村字島袋58－1）

10,000円古紙回収の収益金の一部として

・一般寄付

島袋婦人ボランティア草の根グループ　代表
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