
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】

「お菓子に愛とつながる想いを込めて」北中城高校3年生による地域貢献活動
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　令和3年2月1日に、北中城高等学校の選択科目
において、「食物」を選択している3年生19名が
作った「ガトーショコラ」を、本村のパークサイド
児童学園とデイサービスセンターしおさいへお届
けしました。
　新型コロナウィルスの影響で、高校生が直接お渡し
することは出来ませんでしたが、生徒からのビデオ
メッセージを添えて社協職員にて児童、利用者の皆さ
んへガトーショコラをお渡しさせて頂きました。
　今回の取り組みは、県外の高校で実際に行われて
いる地域の高齢者へ手作り弁当をお届けする“まご
ころお弁当“活動に倣い、北中城高等学校の生徒達
も地域と繋がり、貢献できるような活動をしたい！
という思いから始まった取り組みでした。

　この取り組みは、北中城高校として初の試みであ
り、当初は県外の高校と同じようにお弁当を作って
お渡しする計画でしたが、誰でも食べやすく、子ども
から高齢者まで幅広い年代層の方々に喜んでもらえ
る物を作ろうと生徒の皆さんが考えたのが、ガトー
ショコラでした。
　北中城高校の生徒の皆さんが作ったガトーショ
コラを食したデイサービスしおさい利用者の皆さ
ん、パークサイド児童学園の皆さんより、「こんなに
おいしいの初めて食べた」「心からありがとうござ
います」「胸がいっぱいです」との感謝の声が多数聞
かれました。このような思いやりと元気を与えてく
れた北中城高校生の皆さん大変ありがとうござい
ました。
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ご芳志（10月9日～2月末）

　令和2年度は新型コロナウイルス感染蔓延に伴い、未だ先が見えない厳しい状況が続いている中、JA北中城支店女
性部の皆さんより、心のこもった「手作り味噌」162個と「佃煮」30個の寄贈を頂きました。
　令和3年2月3日（水）の贈呈式には、北中城村社協大城会長、北中城村民児協安里会長が出席され、社協大城会長
より、出席されたJA北中城支店職員、女性部の皆さん
に「コロナ下でご苦労も多い中、美味しい手作り味噌を
ご寄贈下さり、皆さまのご厚意とご協力に深く感謝申し
上げます。」と感謝の意が伝えられました。
　手作り味噌の寄贈は今回で23回目を迎えました。頂
いたお味噌と佃煮は各地区の民生委員児童委員を通じ
て、村内の高齢者世帯や1人暮らし高齢者の方々等に
お届けさせていただきました。
　JA北中城支店、女性部の皆さん、手作り味噌、佃煮の
ご寄贈ありがとうございました。

JA北中城支店女性部より「手造り味噌」、「佃煮」のご寄贈ありがとうございます。

・比嘉 春 様　北中城村字仲順56
故夫　比嘉正雄様の香典返しとして 20,000円
・宮城 正子 様　北中城村字安谷屋196
故夫　宮城安一様の香典返しとして 30,000円
・比嘉 増栄 様　北中城村字仲順35-1
故妻　比嘉美鶴様の香典返しとして 30,000円
・安里 常治 様　北中城村字喜舎場111
故母　安里要江様の香典返しとして 30,000円
・大城 エミ子 様　北中城村字和仁屋97
故夫　大城善雄様の香典返しとして

・城間 美代子 様　北中城村字熱田55
故夫　城間爲雄様の香典返しとして

30,000円

30,000円
・宮城 米子 様　北中城村字安谷屋100
故夫　宮城永光様の香典返しとして 30,000円
・野崎 眞一郎 様　北中城村字喜舎場157
故妻　野崎桂子様の香典返しとして 30,000円
・安里 信子 様　北中城村字安谷屋191
米寿祝記念として 20,000円
・大城 昇 様　北中城村字熱田217
米寿祝記念として 20,000円
・金城 芳子 様　北中城村字安谷屋150
米寿祝記念として 20,000円
・比嘉 美鶴 様　北中城村字仲順35-1
米寿祝記念として 30,000円

・安里 武 様　北中城村字喜舎場141
トーカチ祝記念として 10,000円
・與儀 ヨシ 様　北中城村字瑞慶覧447-7
カジマヤー祝記念として 20,000円
・大田 ヨシ 様　北中城村字仲順219
カジマヤー祝記念として 30,000円
・安里 静子 様　北中城村字荻道83
カジマヤー祝記念として 30,000円

・宮城 盛正 様　北中城村字渡口85
社会福祉事業のための寄付として 10,000円
・北中三育キリスト教会 様　北中城村字荻道275-1
社会福祉事業のための寄付として 10,000円
・JU沖縄 様　北中城村字荻道390-1
社会福祉事業のための寄付として 100,000円

・匿名 様
社会福祉事業のための寄付として 20,000円
・匿名 様
社会福祉事業のための寄付として 100,000円

・米須 清光 様　北中城村字大城58
社会福祉事業のための寄付として 金一封

・比嘉 定昌 様、比嘉 タケ 様　北中城村字喜舎場196
50,000円比嘉定昌様：満100歳、比嘉タケ様：カジマヤー、祝記念として
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令和２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 147,063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

73,402円
21,188 円
27,711 円
24,762 円

《戸別募金》 2,290世帯 1,234,800円

《職域募金》 18件 1,205,320円

法人　個人　団体 （順不同）
金額（円）

字 名

喜舎場 429 214,500

97,000

 99,500

49,500

55,000

376,800

53,000

214

99

110

753

106

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 20,000

39,500

117,500

47,500

37,000

28,000

次回報告

79

235

95

74

56

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

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
島袋小学校
北中城小学校
北中城中学校
すてらこども園
百登保育園
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
北中城村商工会
沖縄銀行北中城支店

71,074
19,166
15,000
100,000
12,290
65,000
13,500
30,000
19,500
10,000
9,200
14,290
5,800
1,000

778,000
33,000
2,000
6,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

60,479 (資)屋宜原自動車整備工場1件

30,000 宮城電気管理事務所㈱1件

20,000 ㈱東洋企画印刷　㈱プロスタッフ　㈱富士建設　宗教法人楽邦寺4件

17,000 NPO法人フレンズハウス1件

15,000 理想沖縄㈱　山内商事2件

6,000 ㈱アーキ5D　㈲おおば　㈲島設備3件

4,890 フジレンオートサービス1件

4,619 ゆたかやそば1件

3,000 どんどん亭　SunMi-yu　㈱南伸　喜舎場美容室4件

㈱沖永開発　久保和彦税理士事務所　㈲日幸建設　琉球管理産業㈱　リトルエンジェルズ

㈱精巧エンジニアリング　琉球ダイハツ販売㈱　㈱ナチュラエンジニアリング　㈱都市建築設計

㈲三省電気工事　㈲嘉電設　㈲新開技研　㈲比嘉組　㈲美工開発　㈲基技研　沖プライ商事㈱

㈲尚建設　沖縄ホーチキ㈱　㈲美島開発　㈱EM研究機構　税理士法人砂川会計パートナーズ　

㈱協和テクノロジー　㈲向陽技建　㈱双葉測量設計　㈲万代設備　㈲産建開発

大同火災代理店オーシャン　仲本建設㈱　㈱佐久本工機　三善建設㈱　㈲大市内装工業

㈲ペットクラブオーシャン　㈱大洋土木コンサルタント　不二宮工業㈱　㈱喜納一工業

北中衛生（名幸義樹）　㈲ヤマウチ設備　㈱興洋電子　沖縄県農業協同組合北中城支店

アゲダ空調食品設備㈱　㈲名嘉真製菓本舗　㈱国際ビル産業　普天間自動車学校

㈱沖縄中央エンジニアリング　赤道印刷㈲　㈲沖縄基礎開発　（合）リュウタン

㈲緑新開発　㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲緑建　大永建設工業㈱　㈲仁海建設

㈱世名城　永技研㈱　㈲ぐすく開發　㈱海邦技研　㈱国際印刷　㈱海邦技術　ガレージ・康

㈲桂植木　吉嶺（比嘉竜一）　㈲内盛産業　KID'Sサポートいっぽ　㈱テクノ工業

㈱沖縄神洋ペイント　㈱朝日建設コンサルタント　㈱福徳産業　㈱総合設計玉城

㈱サンコー　喜多仲　㈲青雲測量設計　㈲海邦造園　㈲インプラン　㈲ブロッサム

㈲パブリックコンサルタンツ　Ｔ・武岡建築設計室　医療法人葵会ごきげんリハビリクリニック

㈲大日土木　㈱ホーム人財セキュリティ　㈲知念造園土木　㈲明城建設　上城技術情報㈱　

㈱沖縄ガーデン　㈱日興建設コンサルタント　㈲三友工務店　リオスタジオ　三協電設㈱　

レーントウセントラル　㈲文正堂　アゲナ建築設計事務所　ゆうなタクシー㈱

沖縄県中古自動車販売協会　オパス㈱　㈱芝岩エンジニアリング

5,000 48件

10,000 47件

※街頭募金は、コロナウイルスの影響により実施せず

《その他募金》 1件 10,723円

10,723 円窓口募金箱（役場、店舗募金箱）

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,660,000 円
4,125,894 円
155.1%

募金種別

戸別募金
職域募金
学童募金
法人大口募金
個人大口募金
その他募金

1,234,800 円
1,205,320 円
147,063 円
1,166,988 円
361,000 円
10,723 円
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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。



令和２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 147,063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

73,402円
21,188 円
27,711 円
24,762 円

《戸別募金》 2,290世帯 1,234,800円

《職域募金》 18件 1,205,320円

法人　個人　団体 （順不同）
金額（円）

字 名

喜舎場 429 214,500

97,000

 99,500

49,500

55,000

376,800
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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

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
島袋小学校
北中城小学校
北中城中学校
すてらこども園
百登保育園
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
北中城村商工会
沖縄銀行北中城支店

71,074
19,166
15,000
100,000
12,290
65,000
13,500
30,000
19,500
10,000
9,200
14,290
5,800
1,000

778,000
33,000
2,000
6,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

60,479 (資)屋宜原自動車整備工場1件

30,000 宮城電気管理事務所㈱1件

20,000 ㈱東洋企画印刷　㈱プロスタッフ　㈱富士建設　宗教法人楽邦寺4件

17,000 NPO法人フレンズハウス1件

15,000 理想沖縄㈱　山内商事2件

6,000 ㈱アーキ5D　㈲おおば　㈲島設備3件

4,890 フジレンオートサービス1件

4,619 ゆたかやそば1件

3,000 どんどん亭　SunMi-yu　㈱南伸　喜舎場美容室4件

㈱沖永開発　久保和彦税理士事務所　㈲日幸建設　琉球管理産業㈱　リトルエンジェルズ

㈱精巧エンジニアリング　琉球ダイハツ販売㈱　㈱ナチュラエンジニアリング　㈱都市建築設計

㈲三省電気工事　㈲嘉電設　㈲新開技研　㈲比嘉組　㈲美工開発　㈲基技研　沖プライ商事㈱

㈲尚建設　沖縄ホーチキ㈱　㈲美島開発　㈱EM研究機構　税理士法人砂川会計パートナーズ　

㈱協和テクノロジー　㈲向陽技建　㈱双葉測量設計　㈲万代設備　㈲産建開発

大同火災代理店オーシャン　仲本建設㈱　㈱佐久本工機　三善建設㈱　㈲大市内装工業

㈲ペットクラブオーシャン　㈱大洋土木コンサルタント　不二宮工業㈱　㈱喜納一工業

北中衛生（名幸義樹）　㈲ヤマウチ設備　㈱興洋電子　沖縄県農業協同組合北中城支店

アゲダ空調食品設備㈱　㈲名嘉真製菓本舗　㈱国際ビル産業　普天間自動車学校

㈱沖縄中央エンジニアリング　赤道印刷㈲　㈲沖縄基礎開発　（合）リュウタン

㈲緑新開発　㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲緑建　大永建設工業㈱　㈲仁海建設

㈱世名城　永技研㈱　㈲ぐすく開發　㈱海邦技研　㈱国際印刷　㈱海邦技術　ガレージ・康

㈲桂植木　吉嶺（比嘉竜一）　㈲内盛産業　KID'Sサポートいっぽ　㈱テクノ工業

㈱沖縄神洋ペイント　㈱朝日建設コンサルタント　㈱福徳産業　㈱総合設計玉城

㈱サンコー　喜多仲　㈲青雲測量設計　㈲海邦造園　㈲インプラン　㈲ブロッサム

㈲パブリックコンサルタンツ　Ｔ・武岡建築設計室　医療法人葵会ごきげんリハビリクリニック

㈲大日土木　㈱ホーム人財セキュリティ　㈲知念造園土木　㈲明城建設　上城技術情報㈱　

㈱沖縄ガーデン　㈱日興建設コンサルタント　㈲三友工務店　リオスタジオ　三協電設㈱　

レーントウセントラル　㈲文正堂　アゲナ建築設計事務所　ゆうなタクシー㈱

沖縄県中古自動車販売協会　オパス㈱　㈱芝岩エンジニアリング

5,000 48件

10,000 47件

※街頭募金は、コロナウイルスの影響により実施せず

《その他募金》 1件 10,723円

10,723 円窓口募金箱（役場、店舗募金箱）

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,660,000 円
4,125,894 円
155.1%

募金種別

戸別募金
職域募金
学童募金
法人大口募金
個人大口募金
その他募金

1,234,800 円
1,205,320 円
147,063 円
1,166,988 円
361,000 円
10,723 円

2021年3月25日 2社協だより 北中城 92号3 2021年3月25日社協だより 北中城 92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。



《大口募金協力者》　法人　個人　団体 （順不同）

中村綾子　崎原盛宏　グッドラック島袋店　喜屋武馨　熱田スーパー　新垣洋子　匿名

比嘉昭子　匿名10,000 2件

安和淳一6,000 1件

新里八重子1,000 1件

5,000 7件

喜納博　新垣芳子　（有）親富祖工業　米須商店　南山　パークサイド児童学園
花緑園（比嘉克也）

3,000 7件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

FIFTH SON　与儀正徳　安里司法書士事務所　中部自動車サービス　仲村侑子
安里正信　安里信美　名幸律子　安里治　仲村ハル子　石嶺智子　仲宗根鈴子

2,000 12件

1,000 喜舎場42件

高江洲義信　ヘアーサロン・デ・ジャヴ　安里秀巳　大城加代　伊佐信榮　名幸房男
大城ミツ子　宮城シズエ　喜納徳一郎　中尾房子　島袋輝子　大城良一　幸地改一　安里績渡　口14件1,000

新里智一　新里知盛　伊集則子　伊佐好男　安里勉　浦崎実　玉城和子　伊佐常助
浦崎政善　大城トヨ　上里幸政　安里昌盛　伊佐順子　伊佐眞治屋宜原14件1,000

森田眞喜子　又吉盛繁　比屋根良信　森田孟則　與儀利枝瑞慶覧　5件1,000

安里恵　大屋三千代　野村謙　德山直美　仲泊暁美　安里常要　比嘉多津子　喜屋武隆　
大城達彦　仲泊兼信　サウンドギャラリー　ヘアーサロンロヂーナ　ミラードリッチ
産機サービス沖縄㈱　照電気工事社　渡口正直　仲泊清子　安里キヨ　安里輝光　比嘉實
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
安里清子　安里初恵　安里一三　喫茶店Ｕ　大泊スエ子　安里浄治　安照設計
比嘉佐智子　安里正一　安里政紀　安里昌次郎　安里成徳　中村長健　匿名

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

1,000 安谷屋28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　ベーカリーハピネス　安里正彦　比嘉悟　比嘉成市　押川電機　
比嘉増栄　大田透　安里洋

1,000 仲　順18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

比嘉清美　天久範子　比嘉一雄　比嘉俊雄　天久恵奈美　眞榮城守明　比嘉清喜　比嘉勲
眞榮城千代　比嘉清文　眞榮城守見　北中自動車整備工場　比嘉昭　比嘉進　比嘉勝子和仁屋15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

焼肉比嘉家　山川章　ヘアーリゾートピタマハ（吉田満也）　名幸幹雄
ローソン県総合運動公園前　宮城盛夫　古堅トシ子　大城正廣美　崎　8件1,000

平田厚仁　安里勝　安里千加志　安里利智子　稲福かつ江　平田保　金城清正　砂川惠重
安和守武　安里きよ（ビューティースペースあんり）　世名城盛進　松本隆　安里修　新里均
比嘉仁子　城間正子　松本文夫　安里秀雄　比嘉美智子　安里俊明　安里邦雄

荻　道21件1,000

新垣秀昭　さーふーふー（中村秀子）　桃原敏　我謝那奈子　新垣公子　仲村政啓　外間清子
川上辰雄　小藪裕延　タマキオート　安里信子　久高靖　安里誠晁　外間裕　安里弘　新垣真一大　城16件1,000

井上一男　比嘉盛助　谷川文男　安慶名弘樹　志喜屋香織　新垣郁子　富名腰桂子　安里行雄
新垣吉高　中村千秋　国場哲也　大城康弘　介護タクシーフレンド（池間猛）　神谷淳次　山田裕太団　地15件1,000

山内仁　宮城親誠　與座さよ子　仲泊兼裕　與儀智子　喜納修　知念絹代　めぐみ企画
玉城真由美　中村功　三球電設　比嘉英順　富永みさ子　比嘉正仁　岩盤浴 天の川　ヨギ電装
比嘉洋子　宮城恵子 　ヤマデン　喜屋武照子　知名フミ子　比嘉光江　パーラーピノキオ　
ゆがふ整骨院　中部宝石　クプル　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　パーラーたえちゃん　カットハウスCOEUR

34件
島　袋
比　嘉

1,000

令和２年度 赤い羽根共同募金実績

三育小学校 島袋小学校

北中城小学校 北中城中学校

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ます。

令和2年度に実施いたしました共同募金額の3,350,877円は、村社会福祉協議会に配分され令和3
年度の下記の事業として使われています。

募金総額 4,125,894円（目標額2,660,000円）
845,000円

3,280,894円＋69,983円 3,350,877円（令和3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

（子育てサロン）
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18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）

2021年3月25日 4社協だより 北中城 92号5 2021年3月25日社協だより 北中城 92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。



《大口募金協力者》　法人　個人　団体 （順不同）

中村綾子　崎原盛宏　グッドラック島袋店　喜屋武馨　熱田スーパー　新垣洋子　匿名

比嘉昭子　匿名10,000 2件

安和淳一6,000 1件

新里八重子1,000 1件

5,000 7件

喜納博　新垣芳子　（有）親富祖工業　米須商店　南山　パークサイド児童学園
花緑園（比嘉克也）

3,000 7件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

FIFTH SON　与儀正徳　安里司法書士事務所　中部自動車サービス　仲村侑子
安里正信　安里信美　名幸律子　安里治　仲村ハル子　石嶺智子　仲宗根鈴子

2,000 12件

1,000 喜舎場42件

高江洲義信　ヘアーサロン・デ・ジャヴ　安里秀巳　大城加代　伊佐信榮　名幸房男
大城ミツ子　宮城シズエ　喜納徳一郎　中尾房子　島袋輝子　大城良一　幸地改一　安里績渡　口14件1,000

新里智一　新里知盛　伊集則子　伊佐好男　安里勉　浦崎実　玉城和子　伊佐常助
浦崎政善　大城トヨ　上里幸政　安里昌盛　伊佐順子　伊佐眞治屋宜原14件1,000

森田眞喜子　又吉盛繁　比屋根良信　森田孟則　與儀利枝瑞慶覧　5件1,000

安里恵　大屋三千代　野村謙　德山直美　仲泊暁美　安里常要　比嘉多津子　喜屋武隆　
大城達彦　仲泊兼信　サウンドギャラリー　ヘアーサロンロヂーナ　ミラードリッチ
産機サービス沖縄㈱　照電気工事社　渡口正直　仲泊清子　安里キヨ　安里輝光　比嘉實
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
安里清子　安里初恵　安里一三　喫茶店Ｕ　大泊スエ子　安里浄治　安照設計
比嘉佐智子　安里正一　安里政紀　安里昌次郎　安里成徳　中村長健　匿名

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

1,000 安谷屋28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　ベーカリーハピネス　安里正彦　比嘉悟　比嘉成市　押川電機　
比嘉増栄　大田透　安里洋

1,000 仲　順18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

比嘉清美　天久範子　比嘉一雄　比嘉俊雄　天久恵奈美　眞榮城守明　比嘉清喜　比嘉勲
眞榮城千代　比嘉清文　眞榮城守見　北中自動車整備工場　比嘉昭　比嘉進　比嘉勝子和仁屋15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

焼肉比嘉家　山川章　ヘアーリゾートピタマハ（吉田満也）　名幸幹雄
ローソン県総合運動公園前　宮城盛夫　古堅トシ子　大城正廣美　崎　8件1,000

平田厚仁　安里勝　安里千加志　安里利智子　稲福かつ江　平田保　金城清正　砂川惠重
安和守武　安里きよ（ビューティースペースあんり）　世名城盛進　松本隆　安里修　新里均
比嘉仁子　城間正子　松本文夫　安里秀雄　比嘉美智子　安里俊明　安里邦雄

荻　道21件1,000

新垣秀昭　さーふーふー（中村秀子）　桃原敏　我謝那奈子　新垣公子　仲村政啓　外間清子
川上辰雄　小藪裕延　タマキオート　安里信子　久高靖　安里誠晁　外間裕　安里弘　新垣真一大　城16件1,000

井上一男　比嘉盛助　谷川文男　安慶名弘樹　志喜屋香織　新垣郁子　富名腰桂子　安里行雄
新垣吉高　中村千秋　国場哲也　大城康弘　介護タクシーフレンド（池間猛）　神谷淳次　山田裕太団　地15件1,000

山内仁　宮城親誠　與座さよ子　仲泊兼裕　與儀智子　喜納修　知念絹代　めぐみ企画
玉城真由美　中村功　三球電設　比嘉英順　富永みさ子　比嘉正仁　岩盤浴 天の川　ヨギ電装
比嘉洋子　宮城恵子 　ヤマデン　喜屋武照子　知名フミ子　比嘉光江　パーラーピノキオ　
ゆがふ整骨院　中部宝石　クプル　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　パーラーたえちゃん　カットハウスCOEUR

34件
島　袋
比　嘉

1,000

令和２年度 赤い羽根共同募金実績

三育小学校 島袋小学校

北中城小学校 北中城中学校

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ます。

令和2年度に実施いたしました共同募金額の3,350,877円は、村社会福祉協議会に配分され令和3
年度の下記の事業として使われています。

募金総額 4,125,894円（目標額2,660,000円）
845,000円

3,280,894円＋69,983円 3,350,877円（令和3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

（子育てサロン）
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18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）

2021年3月25日 4社協だより 北中城 92号5 2021年3月25日社協だより 北中城 92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。



　北中城村社協では、「法人後見事業」の実施にむけ動き始めました。
　法人後見とは、認知症高齢者、障がい等によって意思決定が困難になり、財産管理や契
約等の判断が難しい方のため、北中城村社協（法人）が被後見人、被保佐人、被補助人の
後見業務を受任し、財産管理及び身上保護の法律行為を行います。法人後見事業運営委
員会は、後見業務に関する監督や指導、助言などを行い、活動状況が適切に行われている
のかなどの透明性を図ることを目的としています。実際に後見業務に携わっている委員の
先生方の知識や経験、ノウハウなどの力をお借りしながら北中城村すべての皆様が安心し
て生活を送れるよう取り組んでいきます。

法人後見事業実施にむけて
令和3年2月22日（月）、令和2年度 第1回 法人後見事業運営委員会が開催されました。

※法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が成年後見人、保佐人、補助人になり、
　判断能力が不十分な方の意思決定支援を前提とした、保護・支援などの法律的行為を行うことを言います。
※法人後見運営委員会の委員は、各分野の専門職及び団体などから構成されています。
　（弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士、行政など）

令和2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

1,938,000 円
1,533,062 円
2,188,104 円
1,783,166 円

79.1%

募金種別
戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,313世帯
8件
4件
87件

755,400 円
36,067 円
19,000 円
722,595 円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《戸別募金》 2,313世帯 755,400円

87件 722,595円 総額　1,938,000円

令和2年度 歳末たすけあい義援金配分報告

① 生活困窮世帯へ

1.　歳末義援金配分事業

対象世帯55世帯／171人
支給総額／941，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／17人
支給総額／255，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／7人
支給総額／105，000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 431 129,300

56,000

 61,800

29,700

34,800

212,700

35,100

206

99

116

691

117

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 43 13,000

24,300

78,900

34,500

26,700

18,600

次回報告

81

263

115

89

62

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）

2,000 ㈲日迎建設1件

3,000 ㈱国際印刷1件

5,555 エーテック㈱1件

22,040 ㈲嘉電設1件

5,000 38件

20,000 5件

《個人大口》 4件 19,000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

大城律代 10,000
崎原盛宏 5,000

3 安里正信 2,000
4 安里信美 2,000

宗教法人楽邦寺　㈲万代設備　㈲ヤマウチ設備　㈲島設備　北中衛生（名幸義樹）

㈲双葉アルミ工業　㈱コンピュータ沖縄　㈱ホープ設計　㈲大日土木　㈱川橋建設　第一工業㈱
㈱ホーム人財セキュリティ　㈲尚建設　(資)泉エンジニアリング　東建設㈱　㈲緑建　㈱アーキ５Ｄ
㈲海邦造園　(有)知念造園土木　㈱日本電設　㈲みどり総業　㈲日幸建設　㈲めーばる設計工房
㈲緑新開発　㈱丸元電気工事　㈱沖縄探査開発　㈲明城建設　㈱沖縄ガーデン　㈱沖縄神洋ペイント　
㈲三友　㈲仁海建設　㈲産建開発　㈱沖縄グリーンメンテナンス　Ｔ・武岡建築設計室
㈱芝岩エンジニアリング　上城技術情報㈱　㈲ぐすく開發　㈱朝日建設コンサルタント
アザマアンドカンパニー　㈱南伸　㈱城総合ビル管理　㈲アカリ設計　㈱沖成コンサルタント

10,000 40件

㈲南光電気設備　㈱沖永開発　㈲アカナ設備設計　㈲浦工業　東洋電気工事㈱　㈲グローインサービス
㈱かみもり設計　㈲沖縄基礎開発　㈱富士建設　㈱宜野湾電設　㈱テクノ工業　㈲向陽技建　ニッコー㈱
㈲基技研　㈱喜納一工業　㈱トラストエンジニア　金秀工業　㈲三省電気工事　㈲美工開発　三善建設㈱
㈱沖縄中央エンジニアリング　㈱沖縄環境保全研究所　㈱日幸技建コンサルタント　㈱アメニス空調
沖縄シビル開発㈱　㈱東洋企画印刷　琉球ダイハツ販売㈱　㈲大我組　不二宮工業㈱　㈱興洋電子
仲本建設㈱　㈱大洋土木コンサルタント　㈱沖縄建設技研　永技研㈱　㈲晃永調査測量　琉球管理産業㈱
㈱ナチュラエンジニアリング　㈲新開技研　㈱双葉測量設計　(合)安里清掃

① 車いす購入 30台　538，000円
② 餅つきセット 1式 　  99，000円

2.　歳末備品等購入事業
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　米須商店は、長年続く屋宜
原地区のマチヤーグヮー。店主
の米須さんを慕う人が集う、地
域の憩いの場になっています。
89歳の米須さんは、地域の
方々とのつながりを原動力に
楽しみながら、お店を続けてい
ます。（村広報11月号掲載）

【生活支援体制整備事業】

きたなか お宝再発見!の

　「お宝」の取材を通して、北中城村にはつながりを大事にしている、
支え上手・支えられ上手な方々がたくさんいるな～！と感じていま
す。心温まるエピソードをたくさんお聞きできてありがたいです。ぜ
ひ、コロナ禍でもつながりを大事にしていらっしゃる方の話や、身近
にいらっしゃる「お宝」生活をされている方の情報を教えて下さい。

　生活の中のちょっとした困りごとや、これから支え合い活動をして
みたい！という希望なども、ぜひ教えていただけたらうれしいです！

ゆんたく、お茶飲み、模合（もあい）など
畑仕事、サークル活動など
ご近所づきあい、おすそ分け、さりげない気遣いなど

…
…
…

… ボランティア、ちょっとしたお手伝いなど

「あつまり」
「健康づくり」
「つながり」
つながりを元にした
「支え合い活動」

【誤植のお詫びと訂正】
社協だより91号（2020年10月26日発刊）の『きたなかのお宝発見！』に記載いたしました安里春美さんのお名前に
誤りがございました。多大な失礼がございましたことを謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。
該当箇所：5ページ目　（誤）安里晴美　（正）安里春美

【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　☎ 098-935-4520　（担当：下地、香村）

実は、年齢を重ねても「住み慣れた地域で、自分らしく豊かに」暮らすための要素がたくさん！

ふだんの暮らしのなかにあるお宝って…？

こういった要素をたくさんもった暮らし方をしている方、それがお宝！

生活支援コーディネーターより

つながり
づくり

（安谷屋区）

お宝ナンバー⑦

　視力を失ってなお、家庭菜園を続ける宮城さんは、ご近所やハ
ルサー仲間とのつながりを大切に、支え合い関係を築いています。
畑でとれた野菜をおすそ分けし
たり、肥料や苗をついでに買って
きてもらったり。感謝の心と絆か
ら、信頼関係を育んでいます。
（村広報12月号掲載）

宮城 清 さん
みやぎ きよし

（屋宜原区）

米須 寛 さん
＠米須商店

こめす ひろし

お宝ナンバー⑧

安次富 長幸さん
あしとみ ちょうこう

安次富 正子

花壇づくり仲間

さん
あしとみ まさこ

玉城 茂雄さん
たまき しげお

お宝ナンバー⑨

ボランティア
グループ
ひまわり

お宝ナンバー⑩

　安次富さんと玉城さんは、
沿道に藪が広がり道路に草木
が飛び出していた所に、耕運
機を入れて整備し花壇づくり
を始めました。次第に正子さ
んやご近所の方が合流し、毎
日花の世話に取り組んでいます。応援する
方々の協力もあり、花壇は色とりどりの花で
いっぱいに。散歩する園児やウォーキング
の方々のため、様々なアイディアを駆使して
憩いの場づくりを楽しんでいます。
（村広報１月号掲載）

　毎週金曜、ヒージャーガー前を清掃するボランティアグループ
ひまわり。メンバーの楽しみは、清掃後の東屋でのゆんたくです。
情報交換をし、冗談を言って笑いあい、真剣に地域のことを語り
合います。新しいメンバーも入
りやすいざっくばらんな雰囲
気。活動を通してのつながりが
支え合いの礎になっています。
（村広報２月号掲載）

（喜舎場区）

（荻道区）

日課はご近所づきあいで
できたお友達とゆんたく!

楽しみでやっていることだけど…

たとえば…ゆんたく
ご近所仲間との

情報交換
の場

地域の話題も
出るよね～

社会参加

地域のことも
一緒にできる!

支え合い

困った時に
頼れて安心!

見守り
見守られ

ほぼ毎日顔を
合わせるので

健康づくり
介護予防

喋るのは
お口の体操!

※詳しい記事は、村広報に連載中の「きたなかのお宝再発見！」をご覧ください。
　記事についてのお問合せ、情報提供などは社協まで、おまちしています！

（左）生活支援体制整備
　　 事業担当　下地
（右）生活支援
　　 コーディネーター　香村
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… ボランティア、ちょっとしたお手伝いなど

「あつまり」
「健康づくり」
「つながり」
つながりを元にした
「支え合い活動」

【誤植のお詫びと訂正】
社協だより91号（2020年10月26日発刊）の『きたなかのお宝発見！』に記載いたしました安里春美さんのお名前に
誤りがございました。多大な失礼がございましたことを謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。
該当箇所：5ページ目　（誤）安里晴美　（正）安里春美

【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　☎ 098-935-4520　（担当：下地、香村）

実は、年齢を重ねても「住み慣れた地域で、自分らしく豊かに」暮らすための要素がたくさん！

ふだんの暮らしのなかにあるお宝って…？

こういった要素をたくさんもった暮らし方をしている方、それがお宝！

生活支援コーディネーターより

つながり
づくり

（安谷屋区）

お宝ナンバー⑦

　視力を失ってなお、家庭菜園を続ける宮城さんは、ご近所やハ
ルサー仲間とのつながりを大切に、支え合い関係を築いています。
畑でとれた野菜をおすそ分けし
たり、肥料や苗をついでに買って
きてもらったり。感謝の心と絆か
ら、信頼関係を育んでいます。
（村広報12月号掲載）

宮城 清 さん
みやぎ きよし

（屋宜原区）

米須 寛 さん
＠米須商店

こめす ひろし

お宝ナンバー⑧

安次富 長幸さん
あしとみ ちょうこう

安次富 正子

花壇づくり仲間

さん
あしとみ まさこ

玉城 茂雄さん
たまき しげお

お宝ナンバー⑨

ボランティア
グループ
ひまわり

お宝ナンバー⑩

　安次富さんと玉城さんは、
沿道に藪が広がり道路に草木
が飛び出していた所に、耕運
機を入れて整備し花壇づくり
を始めました。次第に正子さ
んやご近所の方が合流し、毎
日花の世話に取り組んでいます。応援する
方々の協力もあり、花壇は色とりどりの花で
いっぱいに。散歩する園児やウォーキング
の方々のため、様々なアイディアを駆使して
憩いの場づくりを楽しんでいます。
（村広報１月号掲載）

　毎週金曜、ヒージャーガー前を清掃するボランティアグループ
ひまわり。メンバーの楽しみは、清掃後の東屋でのゆんたくです。
情報交換をし、冗談を言って笑いあい、真剣に地域のことを語り
合います。新しいメンバーも入
りやすいざっくばらんな雰囲
気。活動を通してのつながりが
支え合いの礎になっています。
（村広報２月号掲載）

（喜舎場区）

（荻道区）

日課はご近所づきあいで
できたお友達とゆんたく!

楽しみでやっていることだけど…

たとえば…ゆんたく
ご近所仲間との

情報交換
の場

地域の話題も
出るよね～

社会参加

地域のことも
一緒にできる!

支え合い

困った時に
頼れて安心!

見守り
見守られ

ほぼ毎日顔を
合わせるので

健康づくり
介護予防

喋るのは
お口の体操!

※詳しい記事は、村広報に連載中の「きたなかのお宝再発見！」をご覧ください。
　記事についてのお問合せ、情報提供などは社協まで、おまちしています！

（左）生活支援体制整備
　　 事業担当　下地
（右）生活支援
　　 コーディネーター　香村
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ご寄付に感謝いたします

　1月28日に村内在住、富永一也さんより母
子寡婦福祉会に個人寄付がありました。
　実は、富永さんご自身もひとり親世帯だった
そうです。高校生の時にお父さんが亡くなら
れ、富永さんとお二人の妹さんを育ててきたお
母さんの大変さを知っていることもあり、いつ
か社会に恩返しをしたいと想い続けていたそ
うです。昨年からのコロナ禍も重なったことで、
困っている人がいるのではないかと思い立ち、
これまでにリサイクル商品などを販売しコツコ
ツ貯めてきた金銭を、役にたてて欲しいとの想
いから社協に相談したことで、母子寡婦福祉会

につながり寄付金が送られました。心より温か
いご寄付に感謝を申し上げます。

北中城村母子寡婦福祉会活動報告

ボランティア募集
次年度の活動に向けて研修会を開催

　令和2年度は、コロナ禍で活動が制限される中、常
に、お互いが繋がり、切れ目のないよう見守りを重点
に活動してきましたが、次年度に向けて活動をより良
い内容にする為、12月に宿泊研修を行い、「社協と民
児協の両輪で地域づくり」のテーマで社協事務局長
よりご講話頂き、地域、住民福祉の向上と役割につい
て学びを深めました。また、スクラッチアートをおこな
いながら、脳のリフレッシュを図りつつ、各委員が活動
について感じている事などを語り合い、委員相互の信
頼と連携の強化を図ることが出来ました。

　1月の学習会では地域の実情や課題を把握すると
ともに、これまで取り組んできたことを整理し、今後
の活動の方針や目標を検討する為、「地域の福祉に
ついて話し合う」内容で研修会を行い、地域版・活動
強化方策として共通理解のもと活動を進めて行く体
制づくりへ繋げる事が出来ました。
　その他にも県の民生委員・児童委員の研修が
DVD配信にての学習となり、それぞれ受講し、地域
住民とつながる事を学びました。

北中城村民生委員児童委員活動報告

宿泊研修 学習会

子育てサロンの
公式LINE開設しました～!!
個別対応はしておりませんが、友達追加して頂くと…。

子育てサロン情報を皆様へいち早く、
お届けすることが出来ます。

是非、友達追加してみてください!!

　例年開催の令和2年度のボランティア活動や、地域のふれあ
い会・お茶飲みサロンの移動パネル展！今年度は、地域の「お
宝」として、つながりや支え合いを大事にされている方の記事も
パネルにて掲示しています。下記の場所にお立ち寄りの際は、是
非ご覧ください。

※公式LINEのご紹介は、現在子育てをされている方で子育て
サロンの情報を求めている方・子育てサロンに参加されている
方に限定しご紹介いたします。ご了承ください。

主催：社会福祉法人北中城村社会福祉協議会　TEL：（098）935-4520

北中城村社会福祉協議会　TEL：098-935-4520
（担当：花城）

ボランティア・お宝移動パネル展
令和2年度

令和3年2月1日(月)～4月2日（金）日時

2月1日（月）～ 2月10日（水）　沖縄銀行　北中城支店
2月11日（木）～ 2月19日（金）　JAおきなわ　北中城支店
2月22日（月）～ 3月3日（水）　北中城村役場
3月4日（木）　～ 3月12日（金）　琉球銀行　北中城支店
3月13日（土） ～ 3月24日（水）　北中城村中央公民館
3月25日（木） ～ 3月31日（水）　あやかりの杜
4月1日（木）　～　村総合社会福祉センター

※各所、開店／開館日、時間内にご観覧ください。
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【お問い合わせ先】
北中城村社会福祉協議会　ボランティア担当：花城　☎（098）935-4520　FAX（098）935-4603

個人ボランティアも募集しております！
是非、ボランティア活動を行いたい方はご連絡下さい♪

※新型コロナウィルスの影響の為、ボランティア団体の活動を休止している場合があります。
個人ボランティアに関しましても、ご紹介できる活動がない場合もございます。
　興味がある方、気になる方は北中城村社協までお問い合わせください。

現在ボランティアを募集している団体

ひまわりの会
村内にある福祉施設にて、週１回のおや
つ作りのお手伝いボランティア

日　時：毎週水曜日　午後２時～午後４時
場　所：村内にある福祉施設にて

みみずく朗読ボランティア

村の声の広報誌作りや、朗読を行うボラ
ンティア

時　間：主に午後３時～（時間は不定期）
場　所：村総合福祉センター（ボランティア室）

　私たちの住む北中城村には、「見守りボランティア」、「草刈りボランティア」、
「傾聴ボランティア」など様々なボランティアを求める地域の方が居ます！

　あなたの出来る事、得意な事、出来る範囲で地域の方を一緒に支えませんか？

北中城村内には、手話や朗読、余興等様々なボランティア団体があります。
見学からでも大丈夫ですので、気になった方はぜひご連絡ください。

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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子寡婦福祉会に個人寄付がありました。
　実は、富永さんご自身もひとり親世帯だった
そうです。高校生の時にお父さんが亡くなら
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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】

「お菓子に愛とつながる想いを込めて」北中城高校3年生による地域貢献活動

・北中城高校ボランティアの取り組み

・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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　令和3年2月1日に、北中城高等学校の選択科目
において、「食物」を選択している3年生19名が
作った「ガトーショコラ」を、本村のパークサイド
児童学園とデイサービスセンターしおさいへお届
けしました。
　新型コロナウィルスの影響で、高校生が直接お渡し
することは出来ませんでしたが、生徒からのビデオ
メッセージを添えて社協職員にて児童、利用者の皆さ
んへガトーショコラをお渡しさせて頂きました。
　今回の取り組みは、県外の高校で実際に行われて
いる地域の高齢者へ手作り弁当をお届けする“まご
ころお弁当“活動に倣い、北中城高等学校の生徒達
も地域と繋がり、貢献できるような活動をしたい！
という思いから始まった取り組みでした。

　この取り組みは、北中城高校として初の試みであ
り、当初は県外の高校と同じようにお弁当を作って
お渡しする計画でしたが、誰でも食べやすく、子ども
から高齢者まで幅広い年代層の方々に喜んでもらえ
る物を作ろうと生徒の皆さんが考えたのが、ガトー
ショコラでした。
　北中城高校の生徒の皆さんが作ったガトーショ
コラを食したデイサービスしおさい利用者の皆さ
ん、パークサイド児童学園の皆さんより、「こんなに
おいしいの初めて食べた」「心からありがとうござ
います」「胸がいっぱいです」との感謝の声が多数聞
かれました。このような思いやりと元気を与えてく
れた北中城高校生の皆さん大変ありがとうござい
ました。

社協だより
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ご芳志（10月9日～2月末）

　令和2年度は新型コロナウイルス感染蔓延に伴い、未だ先が見えない厳しい状況が続いている中、JA北中城支店女
性部の皆さんより、心のこもった「手作り味噌」162個と「佃煮」30個の寄贈を頂きました。
　令和3年2月3日（水）の贈呈式には、北中城村社協大城会長、北中城村民児協安里会長が出席され、社協大城会長
より、出席されたJA北中城支店職員、女性部の皆さん
に「コロナ下でご苦労も多い中、美味しい手作り味噌を
ご寄贈下さり、皆さまのご厚意とご協力に深く感謝申し
上げます。」と感謝の意が伝えられました。
　手作り味噌の寄贈は今回で23回目を迎えました。頂
いたお味噌と佃煮は各地区の民生委員児童委員を通じ
て、村内の高齢者世帯や1人暮らし高齢者の方々等に
お届けさせていただきました。
　JA北中城支店、女性部の皆さん、手作り味噌、佃煮の
ご寄贈ありがとうございました。

JA北中城支店女性部より「手造り味噌」、「佃煮」のご寄贈ありがとうございます。

・比嘉 春 様　北中城村字仲順56
故夫　比嘉正雄様の香典返しとして 20,000円
・宮城 正子 様　北中城村字安谷屋196
故夫　宮城安一様の香典返しとして 30,000円
・比嘉 増栄 様　北中城村字仲順35-1
故妻　比嘉美鶴様の香典返しとして 30,000円
・安里 常治 様　北中城村字喜舎場111
故母　安里要江様の香典返しとして 30,000円
・大城 エミ子 様　北中城村字和仁屋97
故夫　大城善雄様の香典返しとして

・城間 美代子 様　北中城村字熱田55
故夫　城間爲雄様の香典返しとして

30,000円

30,000円
・宮城 米子 様　北中城村字安谷屋100
故夫　宮城永光様の香典返しとして 30,000円
・野崎 眞一郎 様　北中城村字喜舎場157
故妻　野崎桂子様の香典返しとして 30,000円
・安里 信子 様　北中城村字安谷屋191
米寿祝記念として 20,000円
・大城 昇 様　北中城村字熱田217
米寿祝記念として 20,000円
・金城 芳子 様　北中城村字安谷屋150
米寿祝記念として 20,000円
・比嘉 美鶴 様　北中城村字仲順35-1
米寿祝記念として 30,000円

・安里 武 様　北中城村字喜舎場141
トーカチ祝記念として 10,000円
・與儀 ヨシ 様　北中城村字瑞慶覧447-7
カジマヤー祝記念として 20,000円
・大田 ヨシ 様　北中城村字仲順219
カジマヤー祝記念として 30,000円
・安里 静子 様　北中城村字荻道83
カジマヤー祝記念として 30,000円

・宮城 盛正 様　北中城村字渡口85
社会福祉事業のための寄付として 10,000円
・北中三育キリスト教会 様　北中城村字荻道275-1
社会福祉事業のための寄付として 10,000円
・JU沖縄 様　北中城村字荻道390-1
社会福祉事業のための寄付として 100,000円

・匿名 様
社会福祉事業のための寄付として 20,000円
・匿名 様
社会福祉事業のための寄付として 100,000円

・米須 清光 様　北中城村字大城58
社会福祉事業のための寄付として 金一封

・比嘉 定昌 様、比嘉 タケ 様　北中城村字喜舎場196
50,000円比嘉定昌様：満100歳、比嘉タケ様：カジマヤー、祝記念として
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