
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】

「すべての人が住みよい地域」をめざして　ボランティアパネル展 開催
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・一般寄付、家族の会

・ゆいまる創造館作品展

　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（村内の小・中・高校）が、日頃のボランティア
活動状況について、パネル展示により村内の公共施
設や金融機関などを会場に移動しながら毎年開催し
ています。パネル展示会を通して、お互いの活動を知
り共有することにより、よりよい充実した活動につ
ながっていくことが期待されています。
　同時に広く地域住民の方々にボランティア活動状
況を知ってもらうことで、ボランティア活動の輪が

地域社会へ広がるきっかけとなることにより「すべ
ての人が住みよい地域」の実現をめざしています。
　昨年度から新型コロナウィルス感染症が拡大し、
ボランティア活動が例年通りに出来ない日が続いて
おりました。
　そのような中、ボランティア及び、ボランティア活
動協力が安全を確保しながら行ってきた活動を是
非、展示会場にてご覧下さい。
　現在、村総合社会福祉センターにて展示中です。
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2022 年 3月25日

日程：毎月第1金曜日　午後2時～4時
※急な変更、中止もありますので、事前にご連絡ください。
場所：北中城村社会福祉センター
連絡先：080-5098-8903（谷川）
主催：北中城村精神療養者家族会・設立準備会

4月予定…4/1（金） 14時～16時
5月予定…5/6（金） 14時～16時
6月予定…6/3（金） 14時～16時
7月予定…7/1（金） 14時～16時
8月予定…8/5（金） 14時～16時
9月予定…9/2（金） 14時～16時

ご芳志（10月9日～3月7日分）

北中城村「精神療養者家族の集い」のご案内！

・安里 文男 様　北中城村字喜舎場116
故母　安里淑子様の香典返しとして
故父　安里洋太郎様の香典返しとして

30,000円
30,000円

・比嘉 初子 様　北中城村字仲順259-1
故夫　比嘉清繁様の香典返しとして 50,000円

・稲福 マツ 様　北中城村字安谷屋680-11
カジマヤー祝記念として 50,000円
・新垣 進市 様　石平1952
米寿祝記念として 30,000円
・安里 シズ 様　北中城村字喜舎場149
カジマヤー祝記念として 30,000円

・石嶺 智子 様　北中城村字安谷屋104-1
故母　棚原玉枝様の香典返しとして 30,000円
・佐久本 ヨシ子 様　北中城村字仲順241
百歳祝記念として 20,000円

・米須 清信 様　北中城村字屋宜原667
米須トミ様のカジマヤー祝記念として 30,000円
・与儀 正光 様　北中城村字島袋148
社会福祉事業のための寄附 30,000円
・大城 佑清 様　北中城村字渡口12
米寿祝記念として 20,000円
・安里 正子 様　北中城村字仲順131
社会福祉事業のための寄附 50,000円
・宮城 孝子 様　北中城村字渡口45
米寿祝記念として 20,000円

・喜屋武 初代 様　北中城村字渡口87番地2
米寿祝記念として 20,000円

・ウィルキンソン アール ベンジャミン 様、奥田 良子 様
北中城村字喜舎場401番地
カジマヤー・米寿祝記念として 30,000円

・一般社団法人 沖縄県軍用地等地主会連合会 様
北谷町字桑江129番地4
社会福祉事業のための寄附 300,000円

・沖縄県中古自動車販売協会 様　北中城村字荻道390-1
社会福祉事業のための寄附 100,000円

・ゆうな公園ラジオ体操の皆様　
フードバンクへの活用として 30,000円
・匿名　
社会福祉事業のための寄付 30,000円

　家族会は、身内に精神的困難を抱える当事者を持つ家族の集まりです。なかなか周囲には話し
づらい悩みを家族同士で語り合い、互いに学び、励ましあう場です。また、心の病や障がいに対する
正しい知識、認識を知るための勉強会をもったり、福祉制度を学ぶこと等も家族会の活動の一環
です。お茶飲みながら体験談をゆんたくしています。気軽にお越し下さい。

　私の配偶者は双極性気分障がいです。年間４回以上躁症状とうつ症状を繰り返す急速交代型
（ラピッドサイクラー）と呼ばれています。医師から病名を伝えられても、なかなか理解できず、同様
の書籍を10冊以上読み漁り、なかなか受け入れる難しさに苦しみました。本の中で「家族会」の存
在を知り、沖縄市の家族会（おあしすコール）と出会い、「誰かに話す」ということが大切なのだとい
うことを実感し、私自身が変わっていくことに気付きました。「家族会」に参加するその一歩が、家族
の取りまく状況を変えていくキッカケになると思います。

北中城村精神療養者家族会・設立準備会（谷川さん）の談話

【令和4年度上半期開催日程】精
神
療
養
者
家
族
の
集
い
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令和３年度　赤い羽根共同募金実績報告《法人大口募金》

《学童募金》 6件 188,648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
北中城高等学校
はなさき支援学校

67,912円
17,957 円
22,916 円
26,931 円
19,177 円
33,755 円

《戸別募金》 2,308世帯 1,152,500円

《職域募金》 19件 1,385,232円

法人　個人　団体 （順不同）
金額（円）

字 名

喜舎場 397

240

198,500

120,000

 106,000

52,000

50,500

311,000

52,500

212

104

101

622

105

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 20,000

38,000

88,500

51,500

39,000

25,000

次回報告

79

177

103

78

50

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）

100,000

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
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
つなぐ保育園
沖縄銀行北中城支店
特別養護老人ホーム愛の村

72,950
19,400
15,000
200,000
15,486
72,000
13,500
29,000
20,500
9,750
10,400
14,000
7,500
1,000

811,500
30,246
10,000
9,500
23,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

38,547 (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 アゲダ空調食品設備㈱　宗教法人楽邦寺　㈱富士建設　㈲万代設備4件

15,000 比嘉安孝司法書士事務所　理想沖縄㈱2件

14,544 三郎寿し1件

12,000 ㈲島設備1件

10,262 ㈱佐久本工機1件

6,000 ㈲おおば1件

4,890 フジレンオートサービス1件

3,000 どんどん亭　ヒーリングスペースSunMi-yu　㈱南伸　南山4件

2,000
FlFTH SON　安里司法書士事務所　グッドラック島袋店　岩盤浴 天の川
大水産業　パーラーピノキオ

めぐみ企画　ゆがふ整骨院　ラーメン大桜　㈲三球電設

フラワーショップ春らんまん　カットハウスCOEUR　ヘアーリゾートピタハマ吉田満也

クプル　ヨギ電装　ヤマデン　中部宝石

6件

1,000 13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

琉球ダイハツ販売㈱　㈱精巧エンジニアリング　㈱ナチュラエンジニアリング　㈲三省電気工事

㈲嘉電設　㈲新開技研　㈲基技研　沖プライ商事㈱　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　㈲産建開発　仲本建設㈱　大同火災代理店オーシャン　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　㈱興洋電子　㈱国際ビル産業　沖縄県農業協同組合北中城支店

㈲名嘉真製菓本舗　普天間自動車学校　㈱沖縄中央エンジニアリング　㈱東洋企画印刷 

㈱リュウタン　㈱大原建装　㈲グローイングサービス　㈲桂植木　㈱テクノ工業　㈲美工開発

金秀工業　㈲大我組　㈲城間工業

10,000 45件

㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲緑建　㈱喜納プロパン　大永建設工業㈱　㈲仁海建設

永技研㈱　㈲ぐすく開發　㈱海邦技研　㈱国際印刷　㈱海邦技術　吉嶺（比嘉竜一）

㈲内盛産業　KID'Sサポートいっぽ　㈱沖縄神洋ペイント　㈱朝日建設コンサルタント

㈱総合設計玉城　㈱サンコー　喜多仲　㈲海邦造園　㈲ブロッサム　Ｔ・武岡建築設計室

㈲パブリックコンサルタンツ　㈲大日土木　優菜クラブ　㈱ホーム人財セキュリティ

㈲知念造園土木　㈲比嘉組　㈲明城建設　上城技術情報㈱　㈱沖縄ガーデン　きな薬局

㈱日興建設コンサルタント　㈲三友工務店　㈱アーキ5D　（資）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　㈱丸元電気工事

沖縄県中古自動車販売協会　オパス㈱　(有)青空住宅　㈱芝岩エンジニアリング

㈱沖縄グリーンメンテナンス　(有)渡久地建設　ユニプラ㈱　山内商事　

インテリア日装　アザマアンドカンパニー　㈲尚建設　㈲親富祖工業　㈲政重機土木

熱田スーパー　林設備　パークサイド児童学園　パブラウンジエメラルド

5,000 58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 3,096円

3,096円窓口募金箱（北中城村社協）

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,654,000 円
4,130,719 円
155.6%

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

1,152,500 円
1,385,232 円
188,648 円
1,101,243 円
300,000 円
3,096円

2022年3月25日 2社協だより 北中城 95号3 2022年3月25日社協だより 北中城 95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３年度　赤い羽根共同募金実績報告《法人大口募金》

《学童募金》 6件 188,648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
北中城高等学校
はなさき支援学校

67,912円
17,957 円
22,916 円
26,931 円
19,177 円
33,755 円

《戸別募金》 2,308世帯 1,152,500円

《職域募金》 19件 1,385,232円

法人　個人　団体 （順不同）
金額（円）

字 名

喜舎場 397

240

198,500

120,000

 106,000

52,000

50,500

311,000

52,500

212

104

101

622

105

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 20,000

38,000

88,500

51,500

39,000

25,000

次回報告

79

177

103

78

50

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）

100,000

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
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
つなぐ保育園
沖縄銀行北中城支店
特別養護老人ホーム愛の村

72,950
19,400
15,000
200,000
15,486
72,000
13,500
29,000
20,500
9,750
10,400
14,000
7,500
1,000

811,500
30,246
10,000
9,500
23,500

氏　名　又は　団　体　名

㈱大成ホーム1件

38,547 (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 アゲダ空調食品設備㈱　宗教法人楽邦寺　㈱富士建設　㈲万代設備4件

15,000 比嘉安孝司法書士事務所　理想沖縄㈱2件

14,544 三郎寿し1件

12,000 ㈲島設備1件

10,262 ㈱佐久本工機1件

6,000 ㈲おおば1件

4,890 フジレンオートサービス1件

3,000 どんどん亭　ヒーリングスペースSunMi-yu　㈱南伸　南山4件

2,000
FlFTH SON　安里司法書士事務所　グッドラック島袋店　岩盤浴 天の川
大水産業　パーラーピノキオ

めぐみ企画　ゆがふ整骨院　ラーメン大桜　㈲三球電設

フラワーショップ春らんまん　カットハウスCOEUR　ヘアーリゾートピタハマ吉田満也

クプル　ヨギ電装　ヤマデン　中部宝石

6件

1,000 13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

琉球ダイハツ販売㈱　㈱精巧エンジニアリング　㈱ナチュラエンジニアリング　㈲三省電気工事

㈲嘉電設　㈲新開技研　㈲基技研　沖プライ商事㈱　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　㈲産建開発　仲本建設㈱　大同火災代理店オーシャン　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　㈱興洋電子　㈱国際ビル産業　沖縄県農業協同組合北中城支店

㈲名嘉真製菓本舗　普天間自動車学校　㈱沖縄中央エンジニアリング　㈱東洋企画印刷 

㈱リュウタン　㈱大原建装　㈲グローイングサービス　㈲桂植木　㈱テクノ工業　㈲美工開発

金秀工業　㈲大我組　㈲城間工業

10,000 45件

㈱沖縄探査開発　㈲みどり総業　㈲緑建　㈱喜納プロパン　大永建設工業㈱　㈲仁海建設

永技研㈱　㈲ぐすく開發　㈱海邦技研　㈱国際印刷　㈱海邦技術　吉嶺（比嘉竜一）

㈲内盛産業　KID'Sサポートいっぽ　㈱沖縄神洋ペイント　㈱朝日建設コンサルタント

㈱総合設計玉城　㈱サンコー　喜多仲　㈲海邦造園　㈲ブロッサム　Ｔ・武岡建築設計室

㈲パブリックコンサルタンツ　㈲大日土木　優菜クラブ　㈱ホーム人財セキュリティ

㈲知念造園土木　㈲比嘉組　㈲明城建設　上城技術情報㈱　㈱沖縄ガーデン　きな薬局

㈱日興建設コンサルタント　㈲三友工務店　㈱アーキ5D　（資）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　㈱丸元電気工事

沖縄県中古自動車販売協会　オパス㈱　(有)青空住宅　㈱芝岩エンジニアリング

㈱沖縄グリーンメンテナンス　(有)渡久地建設　ユニプラ㈱　山内商事　

インテリア日装　アザマアンドカンパニー　㈲尚建設　㈲親富祖工業　㈲政重機土木

熱田スーパー　林設備　パークサイド児童学園　パブラウンジエメラルド

5,000 58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 3,096円

3,096円窓口募金箱（北中城村社協）

目 標 額
募金総額
達 成 率

2,654,000 円
4,130,719 円
155.6%

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

1,152,500 円
1,385,232 円
188,648 円
1,101,243 円
300,000 円
3,096円

2022年3月25日 2社協だより 北中城 95号3 2022年3月25日社協だより 北中城 95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）

喜納博　新垣芳子　米須商店　花緑園（比嘉克也）　安里信美　安里正信　仲村侑子　匿名

比嘉昭子10,000 1件

中村綾子　仲村政啓　喜屋武馨　匿名5,000 4件

新里八重子1,000 1件

3,000 8件

与儀正徳　安里治　仲村ハル子　仲宗根鈴子　山田祐太　玉城朱美2,000 6件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　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　山内米廣　安里幸男　安谷屋スーパー　比嘉ヤス子　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　比嘉守光　宮城盛光　比嘉一郎
比嘉善信　石嶺智子

1,000 安谷屋25件

1,000 喜舎場40件

山川章　名幸幹雄　宮城盛夫　古堅トシ子　大城正廣　又吉次美美　崎　6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　砂川恵重
安和守武　花城清長　新里均　安里きよビューティースペースあんり　世名城盛進　比嘉仁子
城間正子　安里秀雄　安里俊明　安和淳一　久保玲子

荻　道19件1,000

新垣秀昭　桃原敏　我謝那奈子　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　大城常弘　新垣正良　山下幸二　屋良和正

大　城17件1,000

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　伊佐順子　伊佐眞治

屋宜原12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　徳山直美　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　HairSalon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　仲泊兼徳　仲泊兼康　安里三雄　比嘉洋子
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　比嘉孝則　　

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　押川電機　ベーカリーハピネス　安里正彦　比嘉悟　比嘉成市　比嘉増栄
大田透　比嘉美津子　安里正子

1,000 仲　順18件

安里春美　金城秀安　具志堅春美　安里和子　大城八重子　山城トモ子　名幸律子
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　名幸宏明

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　比嘉昭　比嘉進　比嘉勝子　中部自動車サービス　
和仁屋簡易郵便局

和仁屋16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　新垣洋子

石　平11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　富名腰桂子　安里行雄
新垣吉高　大城康弘　渡嘉敷美那子　介護タクシーフレンド池間猛　神谷淳次　伊野波盛敏

団　地13件1,000

山内仁　宮城親誠　與座さよ子　仲泊兼裕　與儀智子　知念絹代　玉城真由美　中村功
比嘉英順　富永みさ子　比嘉正仁　比嘉洋子　宮城恵子　喜屋武照子　知名フミ子
比嘉光江　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　喜納修

23件
島　袋
比　嘉

1,000

令和3年度 赤い羽根共同募金実績

はなさき分校

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る。

令和3年度に実施いたしました共同募金額の3,360,219円は、村社会福祉協議会に配分され令和4
年度の下記の事業として使われています。

募金総額 4,130,719円（目標額2,654,000円）
839,000円

3,291,719円＋68,500円 3,360,219円（令和4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28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19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）

沖縄三育小学校 島袋小学校

北中城高校 北中城小学校 北中城中学校

2022年3月25日 4社協だより 北中城 95号5 2022年3月25日社協だより 北中城 95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）

喜納博　新垣芳子　米須商店　花緑園（比嘉克也）　安里信美　安里正信　仲村侑子　匿名

比嘉昭子10,000 1件

中村綾子　仲村政啓　喜屋武馨　匿名5,000 4件

新里八重子1,000 1件

3,000 8件

与儀正徳　安里治　仲村ハル子　仲宗根鈴子　山田祐太　玉城朱美2,000 6件

金額（円） 氏　名　又は　団　体　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　山内米廣　安里幸男　安谷屋スーパー　比嘉ヤス子　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　比嘉守光　宮城盛光　比嘉一郎
比嘉善信　石嶺智子

1,000 安谷屋25件

1,000 喜舎場40件

山川章　名幸幹雄　宮城盛夫　古堅トシ子　大城正廣　又吉次美美　崎　6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　砂川恵重
安和守武　花城清長　新里均　安里きよビューティースペースあんり　世名城盛進　比嘉仁子
城間正子　安里秀雄　安里俊明　安和淳一　久保玲子

荻　道19件1,000

新垣秀昭　桃原敏　我謝那奈子　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　大城常弘　新垣正良　山下幸二　屋良和正

大　城17件1,000

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　伊佐順子　伊佐眞治

屋宜原12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　徳山直美　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　HairSalon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　仲泊兼徳　仲泊兼康　安里三雄　比嘉洋子
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　比嘉孝則　　

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　押川電機　ベーカリーハピネス　安里正彦　比嘉悟　比嘉成市　比嘉増栄
大田透　比嘉美津子　安里正子

1,000 仲　順18件

安里春美　金城秀安　具志堅春美　安里和子　大城八重子　山城トモ子　名幸律子
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　名幸宏明

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　比嘉昭　比嘉進　比嘉勝子　中部自動車サービス　
和仁屋簡易郵便局

和仁屋16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　新垣洋子

石　平11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　富名腰桂子　安里行雄
新垣吉高　大城康弘　渡嘉敷美那子　介護タクシーフレンド池間猛　神谷淳次　伊野波盛敏

団　地13件1,000

山内仁　宮城親誠　與座さよ子　仲泊兼裕　與儀智子　知念絹代　玉城真由美　中村功
比嘉英順　富永みさ子　比嘉正仁　比嘉洋子　宮城恵子　喜屋武照子　知名フミ子
比嘉光江　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　喜納修

23件
島　袋
比　嘉

1,000

令和3年度 赤い羽根共同募金実績

はなさき分校

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る。

令和3年度に実施いたしました共同募金額の3,360,219円は、村社会福祉協議会に配分され令和4
年度の下記の事業として使われています。

募金総額 4,130,719円（目標額2,654,000円）
839,000円

3,291,719円＋68,500円 3,360,219円（令和4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28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19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）

沖縄三育小学校 島袋小学校

北中城高校 北中城小学校 北中城中学校

2022年3月25日 4社協だより 北中城 95号5 2022年3月25日社協だより 北中城 95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3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

2,344,000 円
1,530,058 円
1,798,766 円
984,824 円
65.3%

募金種別
戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,408世帯
8件
3件
87件

732,400 円
36,110 円
16,000 円
745,548 円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《戸別募金》 2,408世帯 732,400円

87件 745,548円 総額　2,344,000円

令和3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69世帯／204人
支給総額／1，170，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／16人
支給総額／240，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／8人
支給総額／120，000円

《職域募金》 8件 36,110円

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

字 名

喜舎場 398 119,400

72,000

 71,900

31,200

34,200

201,200

31,500

239

104

114

639

105

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 12,000

23,100

59,100

36,000

24,900

15,900

次回報告

77

197

120

83

53

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）

3,000 ㈱国際印刷　永技研㈱2件

24,548 ㈲嘉電設1件

5,000 33件

20,000 5件

《個人大口》 4件 16,000円

職場名 金額（円）

1
2
3
4
5
6

7
8

村老連役職員一同 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 2,985

氏名又は団体名 金額（円）

1
2

大城律代 10,000
匿名 3,000

3 安里信美 3,000

宗教法人楽邦寺　㈲万代設備　㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱　㈱プロスタッフ

㈲尚建設　㈲双葉アルミ工業　㈱ホーム人財セキュリティ　㈱日興建設コンサルタント
㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　㈲知念造園土木　㈱日本電設　㈲みどり総業　㈱ホープ設計　㈲大日土木　
㈱川橋建設　㈲美島開発　㈱沖縄探査開発　㈲明城建設　㈱沖縄ガーデン　㈱沖成コンサルタント
㈲三友　㈲仁海建設　㈲産建開発　㈱沖縄グリーンメンテナンス　㈲パブリックコンサルタンツ
㈱芝岩エンジニアリング　上城技術情報㈱　㈲ぐすく開發　㈲インプラン　アザマアンドカンパニー
㈱南伸　琉球建設コンサルタント㈱　㈲アカリ設計　㈲渡久地建設　優菜クラブ　㈲アクティヴ

10,000 46件

㈱沖永開発　（合）安里清掃　㈲アカナ設備設計　㈱双葉測量設計　東洋電気工事（株）
㈲グローイングサービス　㈲新開技研　㈲沖縄基礎開発　㈱ナチュラエンジニアリング　琉球管理産業㈱
㈱テクノ工業　㈲向陽技建　㈲晃永調査測量　㈲基技研　㈱喜納一工業　㈱沖縄建設技研　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
㈱田幸技建コンサルタント　㈱大洋土木コンサルタント　沖縄シビル開発㈱　㈱東洋企画印刷
琉球ダイハツ販売㈱　仲本建設㈱　不二宮工業㈱　㈱興洋電子　㈲嘉陽測量設計　大月設計㈱
中央設備設計事務所　㈱丸新建設　重信電気工事株式会社　㈱エコパル舎　㈱大原建装
㈲南光電気設備　㈱富士建設　㈱朝日建設コンサルタント　㈱精巧エンジニアリング
㈲国吉組　㈲雷光電気工事　㈱富士建設　第一工業㈱　㈱国際ビル産業

・ 酸素計 18台　341，986円
2.　生き生きふれあい会、お茶飲みサロンコロナ対策事業

・ 食料品購入等
・ 配布世帯数（生活困窮世帯・母子父子世帯・多子世帯・生活保護世帯等）

472，014円
274件

3.　フードバンクたすけあい事業

239

　伊野波さんは、余興ボランティア活動や
民生委員活動で得た経験から、「人と比べ
るのではなく、やりたいことを楽しむのが大
事」と考えるようになりました。人と関わる
ことが好きな伊野波さん。「使命感ではなく
好奇心」で活動しています。活動が億劫になりがちなコロナ禍、その
「楽しい」に価値を置くスタイルが、心に活力を取り戻してくれるかも
しれません。（村広報12月号掲載）

【生活支援体制整備事業】

きたなか お宝再発見!の

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」

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！

つながり
づくり

お宝ナンバー⑮

（北中城団地）
伊野波 盛敏さん
いのは もりとし

　和やかな雰囲気で、親睦を大切にしてい
る喜舎場ゲートボールクラブ。メンバーで
協力してゲートボール場の整備をし、花壇
づくりなどの環境美化に取り組みます。二
か月に一度はお出かけパークゴルフを企
画。仲間同士の親睦を深めることで地域のつながりを強化していま
す。楽しみな日課で生活にもより張りが出て、心身の健康づくりにも
なっています。（村広報１月号掲載）

お宝ナンバー⑯

（喜舎場区）

喜舎場
ゲートボール
クラブ

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!

【お問い合わせ】 北中城村社会福祉協議会　☎ 098-935-4520　（担当：香村）

※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！ facebook

北中城
支えあい

北中城村老人クラブ連合会
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令和3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

2,344,000 円
1,530,058 円
1,798,766 円
984,824 円
65.3%

募金種別
戸別募金
職域募金
個人大口募金
法人大口募金

2,408世帯
8件
3件
87件

732,400 円
36,110 円
16,000 円
745,548 円

《大口募金協力者》 法人　個人　団体

《戸別募金》 2,408世帯 732,400円

87件 745,548円 総額　2,344,000円

令和3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69世帯／204人
支給総額／1，170，000円

② 心身障害者（児）へ 対象人数／16人
支給総額／240，000円

③ ひとり暮らし老人へ 対象人数／8人
支給総額／120，000円

《職域募金》 8件 36,110円

金額（円） 氏　名　又は　団　体　名

字 名

喜舎場 398 119,400

72,000

 71,900

31,200

34,200

201,200

31,500

239

104

114

639

105

仲　順

熱　田

和仁屋

渡　口

島　袋

屋宜原

瑞慶覧 40 12,000

23,100

59,100

36,000

24,900

15,900

次回報告

77

197

120

83

53

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）

3,000 ㈱国際印刷　永技研㈱2件

24,548 ㈲嘉電設1件

5,000 33件

20,000 5件

《個人大口》 4件 16,000円

職場名 金額（円）

1
2
3
4
5
6

7
8

村老連役職員一同 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 2,985

氏名又は団体名 金額（円）

1
2

大城律代 10,000
匿名 3,000

3 安里信美 3,000

宗教法人楽邦寺　㈲万代設備　㈲島設備　アゲダ空調食品設備㈱　㈱プロスタッフ

㈲尚建設　㈲双葉アルミ工業　㈱ホーム人財セキュリティ　㈱日興建設コンサルタント
㈱アーキ５Ｄ　㈲海邦造園　㈲知念造園土木　㈱日本電設　㈲みどり総業　㈱ホープ設計　㈲大日土木　
㈱川橋建設　㈲美島開発　㈱沖縄探査開発　㈲明城建設　㈱沖縄ガーデン　㈱沖成コンサルタント
㈲三友　㈲仁海建設　㈲産建開発　㈱沖縄グリーンメンテナンス　㈲パブリックコンサルタンツ
㈱芝岩エンジニアリング　上城技術情報㈱　㈲ぐすく開發　㈲インプラン　アザマアンドカンパニー
㈱南伸　琉球建設コンサルタント㈱　㈲アカリ設計　㈲渡久地建設　優菜クラブ　㈲アクティヴ

10,000 46件

㈱沖永開発　（合）安里清掃　㈲アカナ設備設計　㈱双葉測量設計　東洋電気工事（株）
㈲グローイングサービス　㈲新開技研　㈲沖縄基礎開発　㈱ナチュラエンジニアリング　琉球管理産業㈱
㈱テクノ工業　㈲向陽技建　㈲晃永調査測量　㈲基技研　㈱喜納一工業　㈱沖縄建設技研　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
㈱田幸技建コンサルタント　㈱大洋土木コンサルタント　沖縄シビル開発㈱　㈱東洋企画印刷
琉球ダイハツ販売㈱　仲本建設㈱　不二宮工業㈱　㈱興洋電子　㈲嘉陽測量設計　大月設計㈱
中央設備設計事務所　㈱丸新建設　重信電気工事株式会社　㈱エコパル舎　㈱大原建装
㈲南光電気設備　㈱富士建設　㈱朝日建設コンサルタント　㈱精巧エンジニアリング
㈲国吉組　㈲雷光電気工事　㈱富士建設　第一工業㈱　㈱国際ビル産業

・ 酸素計 18台　341，986円
2.　生き生きふれあい会、お茶飲みサロンコロナ対策事業

・ 食料品購入等
・ 配布世帯数（生活困窮世帯・母子父子世帯・多子世帯・生活保護世帯等）

472，014円
274件

3.　フードバンクたすけあい事業

239

　伊野波さんは、余興ボランティア活動や
民生委員活動で得た経験から、「人と比べ
るのではなく、やりたいことを楽しむのが大
事」と考えるようになりました。人と関わる
ことが好きな伊野波さん。「使命感ではなく
好奇心」で活動しています。活動が億劫になりがちなコロナ禍、その
「楽しい」に価値を置くスタイルが、心に活力を取り戻してくれるかも
しれません。（村広報12月号掲載）

【生活支援体制整備事業】

きたなか お宝再発見!の

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」

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！

つながり
づくり

お宝ナンバー⑮

（北中城団地）
伊野波 盛敏さん
いのは もりとし

　和やかな雰囲気で、親睦を大切にしてい
る喜舎場ゲートボールクラブ。メンバーで
協力してゲートボール場の整備をし、花壇
づくりなどの環境美化に取り組みます。二
か月に一度はお出かけパークゴルフを企
画。仲間同士の親睦を深めることで地域のつながりを強化していま
す。楽しみな日課で生活にもより張りが出て、心身の健康づくりにも
なっています。（村広報１月号掲載）

お宝ナンバー⑯

（喜舎場区）

喜舎場
ゲートボール
クラブ

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!

【お問い合わせ】 北中城村社会福祉協議会　☎ 098-935-4520　（担当：香村）

※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！ facebook

北中城
支えあい

北中城村老人クラブ連合会
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比嘉 洋子さん

当時の社協事務局長より支援の声掛けがありました。以前は県社協（広域）のなか
で生活支援員をしていました。現在は村社協の生活支援として活動しています。

　北中城村権利擁護支援センターひまわりでは、高齢者や障がいなどにより自身で判断することが困難な方々へ、福祉
サービス利用の手続きや日常的な金銭管理などのサポートを行っています。今回、生活支援員として実際に活動してい
る「比嘉 洋子さん」と「安里 春美さん」へインタビューを通して生活支援員の活動を紹介します。

生活支援員のお仕事

生活支援員：

趣味：

北中城村出身
園芸、旅行

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月1回、手話が必要な利用者の支援を行っています。手話通訳の担当者と一緒に自宅を
訪問しています。本人の希望する金額を確認し、金融機関で預金の払い戻しを行い生活
費をお渡ししています。本人の体調面や生活の状況等を手話通訳を通して確認していま
す。支援終了後はケース記録へ支援内容を記入し、専門員へ報告を行っています。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんの話したい事や困った事を手話通訳を通して引出せるように心がけ、体
調の変化に気づき必要に応じて助言を行っています。家族に関する相談もあり、そ
の際は専門員に繋いでいます。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんが元気で表情が明るくなると、生活支援員をやって良かったと感じま
す。また、生活支援員として自分自身も励まされます。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

県社協（広域）から村社協へ移行した事により、地域の一員として関わることができ
希望を持ち安心して活動する事ができています。地域の一員として、支えられる事
は応援したいです。

Q.5 最後にひとこと

安里 春美
あさと はるみ

ひが ようこ

さん

役場職員より成年後見人制度の研修の案内があり受講しました。その後、北中城
村権利擁護の支援者養成研修を受講し、生活支援員の支援へ同行するなかで、自
分にも出来るのでは？と思い生活支援員になりました。

生活支援員：

趣味：

北中城村出身
演芸、料理、園芸

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月1回、視覚障がいがあり支援を希望する利用者の施設を訪問しています。本人へ支払
いの金額を報告・確認し、施設へ利用料の支払いを行っています。また、体調面や困った
事を確認し、世間話をしながらコミュニケーションを取っています。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんの表情や言葉遣いを気に掛け、本人の様子に配慮しながら、
利用者さんが安心して過ごせるように心がけています。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんから「いつもありがとう」と言われる言葉が嬉しくて励みになっ
ています。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

今後、高齢化に向けていつか私もお世話になるかもしれない。若い世代の
方々が養成研修を受講し、今後は若い世代の生活支援員が増えたら嬉し
いと思います。

Q.5 最後にひとこと

　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3年10月19日（火）大城公民館、令和3年12月16日（木）喜舎場公民館、令和4年2月22日（火）熱田
公民館にて、地域住民の方々を対象にミニ講座「終活について」が開催されました。講師に中城メモリアル
パーク所長 東恩納 寛寿 氏をお招きしご講話頂きました。終活について学び、ご自身の人生をどのように送
りたいかを考え、また、ご自身とご家族の将来について考える機会としていただくことを目的に開催し、多くの
方に受講していただきました。
　参加者からも、「これからの人生を考えたいと思った」や「エンディングノートを書いてみようと思った」と
いった様々な多くの感想が寄せられました。ご参加されました皆さまありがとうございました。

ミニ講座「終活について」

令和3年度　北中城村市民後見推進事業

ひろひさ

令和3年10月19日（火）
大城公民館

令和3年12月16日（木）
喜舎場公民館

令和4年2月22日（火）
熱田公民館

　北中城村権利擁護支援センターひまわりでは、権利擁護等に関する周知・啓発を行い、村内各自治
会やサークル等に出向きミニ講座を開催しております。ご希望やご相談等がございましたらお気軽に
ご連絡下さい。

【お問い合わせ】
北中城村権利擁護支援センターひまわり
受付：月曜日～金曜日（午前8時30分～午後5時15分）
TEL：098-979-6110　FAX：098-935-4603
HP：https://kitanakasyakyo.org/
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比嘉 洋子さん

当時の社協事務局長より支援の声掛けがありました。以前は県社協（広域）のなか
で生活支援員をしていました。現在は村社協の生活支援として活動しています。

　北中城村権利擁護支援センターひまわりでは、高齢者や障がいなどにより自身で判断することが困難な方々へ、福祉
サービス利用の手続きや日常的な金銭管理などのサポートを行っています。今回、生活支援員として実際に活動してい
る「比嘉 洋子さん」と「安里 春美さん」へインタビューを通して生活支援員の活動を紹介します。

生活支援員のお仕事

生活支援員：

趣味：

北中城村出身
園芸、旅行

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月1回、手話が必要な利用者の支援を行っています。手話通訳の担当者と一緒に自宅を
訪問しています。本人の希望する金額を確認し、金融機関で預金の払い戻しを行い生活
費をお渡ししています。本人の体調面や生活の状況等を手話通訳を通して確認していま
す。支援終了後はケース記録へ支援内容を記入し、専門員へ報告を行っています。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんの話したい事や困った事を手話通訳を通して引出せるように心がけ、体
調の変化に気づき必要に応じて助言を行っています。家族に関する相談もあり、そ
の際は専門員に繋いでいます。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんが元気で表情が明るくなると、生活支援員をやって良かったと感じま
す。また、生活支援員として自分自身も励まされます。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

県社協（広域）から村社協へ移行した事により、地域の一員として関わることができ
希望を持ち安心して活動する事ができています。地域の一員として、支えられる事
は応援したいです。

Q.5 最後にひとこと

安里 春美
あさと はるみ

ひが ようこ

さん

役場職員より成年後見人制度の研修の案内があり受講しました。その後、北中城
村権利擁護の支援者養成研修を受講し、生活支援員の支援へ同行するなかで、自
分にも出来るのでは？と思い生活支援員になりました。

生活支援員：

趣味：

北中城村出身
演芸、料理、園芸

Q.1 生活支援員として活動したいと思ったきっかけは？

月1回、視覚障がいがあり支援を希望する利用者の施設を訪問しています。本人へ支払
いの金額を報告・確認し、施設へ利用料の支払いを行っています。また、体調面や困った
事を確認し、世間話をしながらコミュニケーションを取っています。

Q.2 現在、どのような活動をしていますか？

利用者さんの表情や言葉遣いを気に掛け、本人の様子に配慮しながら、
利用者さんが安心して過ごせるように心がけています。

Q.3 心がけていることはありますか？

利用者さんから「いつもありがとう」と言われる言葉が嬉しくて励みになっ
ています。

Q.4 生活支援員をしていて嬉しかったことや印象に残っていることは？

今後、高齢化に向けていつか私もお世話になるかもしれない。若い世代の
方々が養成研修を受講し、今後は若い世代の生活支援員が増えたら嬉し
いと思います。

Q.5 最後にひとこと

　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3年10月19日（火）大城公民館、令和3年12月16日（木）喜舎場公民館、令和4年2月22日（火）熱田
公民館にて、地域住民の方々を対象にミニ講座「終活について」が開催されました。講師に中城メモリアル
パーク所長 東恩納 寛寿 氏をお招きしご講話頂きました。終活について学び、ご自身の人生をどのように送
りたいかを考え、また、ご自身とご家族の将来について考える機会としていただくことを目的に開催し、多くの
方に受講していただきました。
　参加者からも、「これからの人生を考えたいと思った」や「エンディングノートを書いてみようと思った」と
いった様々な多くの感想が寄せられました。ご参加されました皆さまありがとうございました。

ミニ講座「終活について」

令和3年度　北中城村市民後見推進事業

ひろひさ

令和3年10月19日（火）
大城公民館

令和3年12月16日（木）
喜舎場公民館

令和4年2月22日（火）
熱田公民館

　北中城村権利擁護支援センターひまわりでは、権利擁護等に関する周知・啓発を行い、村内各自治
会やサークル等に出向きミニ講座を開催しております。ご希望やご相談等がございましたらお気軽に
ご連絡下さい。

【お問い合わせ】
北中城村権利擁護支援センターひまわり
受付：月曜日～金曜日（午前8時30分～午後5時15分）
TEL：098-979-6110　FAX：098-935-4603
HP：https://kitanakasyakyo.org/
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ボランティア情報
“コロナ下でも笑顔で元気に過ごしてほしい”との願いを込めた苗を寄贈

　去る12月、地域活動支援センターあざみより、村内の保育園3ヶ所（すてら保育園、ハーモニー
キッズおきなわ、喜舎場保育所）へ、利用者の皆さんが活動時間中に育てた「ベゴニア」を寄贈させ
て頂きました。
　苗を寄贈したハーモニーキッズ沖縄の子ども達より「ありがとうございます」と大きな声でのお
礼の言葉を頂き、利用者の皆さんも嬉しそうに照れていました。最後は一緒に笑顔で記念撮影を
行いました。

ゆいまーる作品展に出品

　2月3日～2月13日の期間「全国障害者芸
術文化祭～美ら島文化祭～」の取り組みの一
環として、あやかりの杜ロビーにて「ゆいまー
る作品展」が開催され、あざみ利用者の皆さん
もネックレスや凧、チラシで作った花瓶等を一
生懸命製作し、出品しました。
　今回、初めて村身体障害者協会のメンバー
の皆さんと共同制作作品（紙粘土壁画「ゆい
まーる」）も出品することができ、制作に携わっ
た利用者さんから「立派に仕上がったね」
「じょーとーだね」「取り組んで良かった」との
感想を頂きました。
　今後も機会があれば、障害者の芸術文化活
動に利用者の皆さんと一緒に取り組んでいき
たいと思います。

地域活動支援センターあざみ

フードバンクへの沢山の寄贈ありがとうございます

●穀類（お米・麺類・小麦粉等）
●保存食品（瓶詰・缶詰等）
●インスタント・レトルト食品
●菓子類
●調味料類・食用油
●飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
●ギフトパック（お歳暮・お中元等）
●日用品（生理用品・ティッシュ・トイレットペーパー）

寄贈して頂きたい食料品等

対象者

●賞味期限が明記され、1カ月以上あるもの
●常温で保存が可能なもの
●未開放であるもの
●破損で中身が出ていないもの
●アルコール類は受け付けておりません
　（料理酒は除く）

●食料提供を希望の方（低所得者世帯）　●生活困窮者世帯
●休業中・失業中の方

注意して頂きたい点

　新型コロナウィルスが感染拡大してから、度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止等
重点措置が適用され、一時的に生活が困窮された方が多くなり、フードバンク利用の需要が
高まりました。
　また、困っている方を助けたい、少しでも力になりたいという地域住民や企業・団体の皆さ
んから本当に沢山の食料品等の寄贈を頂きました。フードバンク事業へのご理解・ご協力を
ありがとうございます。フードバンク事業は、地域の皆様や企業・団体の皆様に支えられてお
ります。頂いた食料品等は、皆様の思いを伝えながらお渡ししています。
　フードバンクへの食料品等の寄贈受付は、北中城村社会福祉協議会にて平日8時30分～
17時15分迄受け付けています。引き続き、皆様からのご協力の程、宜しくお願い致します。
　また、生活が困窮されている地域の方でフードバンク利用を考えている方は、お気軽に北
中城村社会福祉協議会までご相談下さい。
※在庫状況によっては、お渡しできる食料品が少ない場合等があります。予めご了承下さい。

北中城村商工会

すてら保育園 ハーモニーキッズおきなわ 喜舎場保育所

北中城村青年連合会JA北中城支店・生産総合部会・
女性部会
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ボランティア情報
“コロナ下でも笑顔で元気に過ごしてほしい”との願いを込めた苗を寄贈

　去る12月、地域活動支援センターあざみより、村内の保育園3ヶ所（すてら保育園、ハーモニー
キッズおきなわ、喜舎場保育所）へ、利用者の皆さんが活動時間中に育てた「ベゴニア」を寄贈させ
て頂きました。
　苗を寄贈したハーモニーキッズ沖縄の子ども達より「ありがとうございます」と大きな声でのお
礼の言葉を頂き、利用者の皆さんも嬉しそうに照れていました。最後は一緒に笑顔で記念撮影を
行いました。

ゆいまーる作品展に出品

　2月3日～2月13日の期間「全国障害者芸
術文化祭～美ら島文化祭～」の取り組みの一
環として、あやかりの杜ロビーにて「ゆいまー
る作品展」が開催され、あざみ利用者の皆さん
もネックレスや凧、チラシで作った花瓶等を一
生懸命製作し、出品しました。
　今回、初めて村身体障害者協会のメンバー
の皆さんと共同制作作品（紙粘土壁画「ゆい
まーる」）も出品することができ、制作に携わっ
た利用者さんから「立派に仕上がったね」
「じょーとーだね」「取り組んで良かった」との
感想を頂きました。
　今後も機会があれば、障害者の芸術文化活
動に利用者の皆さんと一緒に取り組んでいき
たいと思います。

地域活動支援センターあざみ

フードバンクへの沢山の寄贈ありがとうございます

●穀類（お米・麺類・小麦粉等）
●保存食品（瓶詰・缶詰等）
●インスタント・レトルト食品
●菓子類
●調味料類・食用油
●飲料（ジュース・コーヒー・お茶等）
●ギフトパック（お歳暮・お中元等）
●日用品（生理用品・ティッシュ・トイレットペーパー）

寄贈して頂きたい食料品等

対象者

●賞味期限が明記され、1カ月以上あるもの
●常温で保存が可能なもの
●未開放であるもの
●破損で中身が出ていないもの
●アルコール類は受け付けておりません
　（料理酒は除く）

●食料提供を希望の方（低所得者世帯）　●生活困窮者世帯
●休業中・失業中の方

注意して頂きたい点

　新型コロナウィルスが感染拡大してから、度重なる緊急事態宣言の発出やまん延防止等
重点措置が適用され、一時的に生活が困窮された方が多くなり、フードバンク利用の需要が
高まりました。
　また、困っている方を助けたい、少しでも力になりたいという地域住民や企業・団体の皆さ
んから本当に沢山の食料品等の寄贈を頂きました。フードバンク事業へのご理解・ご協力を
ありがとうございます。フードバンク事業は、地域の皆様や企業・団体の皆様に支えられてお
ります。頂いた食料品等は、皆様の思いを伝えながらお渡ししています。
　フードバンクへの食料品等の寄贈受付は、北中城村社会福祉協議会にて平日8時30分～
17時15分迄受け付けています。引き続き、皆様からのご協力の程、宜しくお願い致します。
　また、生活が困窮されている地域の方でフードバンク利用を考えている方は、お気軽に北
中城村社会福祉協議会までご相談下さい。
※在庫状況によっては、お渡しできる食料品が少ない場合等があります。予めご了承下さい。

北中城村商工会

すてら保育園 ハーモニーキッズおきなわ 喜舎場保育所

北中城村青年連合会JA北中城支店・生産総合部会・
女性部会
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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】

「すべての人が住みよい地域」をめざして　ボランティアパネル展 開催

・ボランティアパネル展

・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.8～P.9

P.11

P.12

目　次
・生活支援体制整備事業 
　 ～きたなかお宝総集～

P.7

・北中城村権利擁護支援
センターひまわり

P.10・ボランティア便り47号

・一般寄付、家族の会

・ゆいまる創造館作品展

　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（村内の小・中・高校）が、日頃のボランティア
活動状況について、パネル展示により村内の公共施
設や金融機関などを会場に移動しながら毎年開催し
ています。パネル展示会を通して、お互いの活動を知
り共有することにより、よりよい充実した活動につ
ながっていくことが期待されています。
　同時に広く地域住民の方々にボランティア活動状
況を知ってもらうことで、ボランティア活動の輪が

地域社会へ広がるきっかけとなることにより「すべ
ての人が住みよい地域」の実現をめざしています。
　昨年度から新型コロナウィルス感染症が拡大し、
ボランティア活動が例年通りに出来ない日が続いて
おりました。
　そのような中、ボランティア及び、ボランティア活
動協力が安全を確保しながら行ってきた活動を是
非、展示会場にてご覧下さい。
　現在、村総合社会福祉センターにて展示中です。

社協だより
社 会 福 祉 情 報 誌  き た な か ぐ す く

95
わたしたちでつくる
やさしいむら

2022 年 3月25日

日程：毎月第1金曜日　午後2時～4時
※急な変更、中止もありますので、事前にご連絡ください。
場所：北中城村社会福祉センター
連絡先：080-5098-8903（谷川）
主催：北中城村精神療養者家族会・設立準備会

4月予定…4/1（金） 14時～16時
5月予定…5/6（金） 14時～16時
6月予定…6/3（金） 14時～16時
7月予定…7/1（金） 14時～16時
8月予定…8/5（金） 14時～16時
9月予定…9/2（金） 14時～16時

ご芳志（10月9日～3月7日分）

北中城村「精神療養者家族の集い」のご案内！

・安里 文男 様　北中城村字喜舎場116
故母　安里淑子様の香典返しとして
故父　安里洋太郎様の香典返しとして

30,000円
30,000円

・比嘉 初子 様　北中城村字仲順259-1
故夫　比嘉清繁様の香典返しとして 50,000円

・稲福 マツ 様　北中城村字安谷屋680-11
カジマヤー祝記念として 50,000円
・新垣 進市 様　石平1952
米寿祝記念として 30,000円
・安里 シズ 様　北中城村字喜舎場149
カジマヤー祝記念として 30,000円

・石嶺 智子 様　北中城村字安谷屋104-1
故母　棚原玉枝様の香典返しとして 30,000円
・佐久本 ヨシ子 様　北中城村字仲順241
百歳祝記念として 20,000円

・米須 清信 様　北中城村字屋宜原667
米須トミ様のカジマヤー祝記念として 30,000円
・与儀 正光 様　北中城村字島袋148
社会福祉事業のための寄附 30,000円
・大城 佑清 様　北中城村字渡口12
米寿祝記念として 20,000円
・安里 正子 様　北中城村字仲順131
社会福祉事業のための寄附 50,000円
・宮城 孝子 様　北中城村字渡口45
米寿祝記念として 20,000円

・喜屋武 初代 様　北中城村字渡口87番地2
米寿祝記念として 20,000円

・ウィルキンソン アール ベンジャミン 様、奥田 良子 様
北中城村字喜舎場401番地
カジマヤー・米寿祝記念として 30,000円

・一般社団法人 沖縄県軍用地等地主会連合会 様
北谷町字桑江129番地4
社会福祉事業のための寄附 300,000円

・沖縄県中古自動車販売協会 様　北中城村字荻道390-1
社会福祉事業のための寄附 100,000円

・ゆうな公園ラジオ体操の皆様　
フードバンクへの活用として 30,000円
・匿名　
社会福祉事業のための寄付 30,000円

　家族会は、身内に精神的困難を抱える当事者を持つ家族の集まりです。なかなか周囲には話し
づらい悩みを家族同士で語り合い、互いに学び、励ましあう場です。また、心の病や障がいに対する
正しい知識、認識を知るための勉強会をもったり、福祉制度を学ぶこと等も家族会の活動の一環
です。お茶飲みながら体験談をゆんたくしています。気軽にお越し下さい。

　私の配偶者は双極性気分障がいです。年間４回以上躁症状とうつ症状を繰り返す急速交代型
（ラピッドサイクラー）と呼ばれています。医師から病名を伝えられても、なかなか理解できず、同様
の書籍を10冊以上読み漁り、なかなか受け入れる難しさに苦しみました。本の中で「家族会」の存
在を知り、沖縄市の家族会（おあしすコール）と出会い、「誰かに話す」ということが大切なのだとい
うことを実感し、私自身が変わっていくことに気付きました。「家族会」に参加するその一歩が、家族
の取りまく状況を変えていくキッカケになると思います。

北中城村精神療養者家族会・設立準備会（谷川さん）の談話

【令和4年度上半期開催日程】精
神
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養
者
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い

2022年3月25日 12社協だより 北中城 95号1 2022年3月25日社協だより 北中城 95号


