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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）
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　去る９月２５日（日）に社会参加促進
の一環として「青空 CAP 城 JAM（きた
なかマルシェ）」に出店しました。出店す
るにあたり、日々の活動で利用者の皆さ
んが手掛けた EM 石鹸やエコクラフト製
品等５点を販売し、訪れたお客様と “ゆ
んたく” しながら楽しく接客させて頂き
ました。また、舞台イベントや他店舗の

ブースをみてまわり、イベントを楽しみ
ました。
　コロナ下で活動が制限されてはいます
が、久々の行事参加で利用者の皆さんも
気分がリフレッシュできたと思います。
今後も、利用者の皆さんと相談しながら
地域行事にも参加していきたいと思いま
すので、応援、宜しくお願いします♪

・伊良部　敬子 様（屋宜原245-7）
故夫　和孝 様の香典返しとして ………………………………… 30,000円

・比嘉　善一 様（島袋537-6）
故母　比嘉ウサ子 様の香典返しとして ………………………… 50,000円

・(資)屋宜原自動車整備工場 様（瑞慶覧679-2）
社会福祉事業のための寄附………………………………………… 9,106円

・大城　常良 様（渡口４番地）
故兄　大城常政 様の香典返しとして …………………………… 20,000円

・奥田　良子 様（喜舎場401）
故夫　ウィルキンソン アール ベンジャミン様の香典返しとして …… 20,000円

・大城　洋子 様（熱田217番地）
故夫　大城昇 様の香典返しとして ……………………………… 30,000円

・比嘉　信子 様（安谷屋179番地）
故夫　比嘉豊治 様の香典返しとして …………………………… 30,000円

・池間　勝 様（大城209番地）
故母　池間栄子 様の香典返しとして …………………………… 50,000円

・安座間　武 様
故母　安座間正子様の香典返しとして ………………………… 30,000円

・安里　キヨ 様（喜舎場77番地の2）
社会福祉事業のための寄附……………………………………… 50,000円

・岩永　妙子 様（喜舎場229-1東栄アパート303）
社会福祉事業のための寄附……………………………………… 30,000円

・金城　仁忠 様（渡口5番地）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・大城　初子 様（渡口12番地）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・金城　弘 様（渡口521-2）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・喜納　ユキ子 様（熱田291）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

北中城村障害者地域活動支援センターあざみ　活動報告
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　１０月１日から赤い羽根共同募金運動が始まりました。募金運
動は、１２月３１日までとなっています。
　昨年も多くの村民のみなさまのご協力のおかげをもちまして、
目標を達成することができました。ありがとうございます。
　今年度も本事業にご理解をいただき、村民のみなさまの募金へ
のご協力をお願い申し上げます。

2，705，000円

令和４年度赤い羽根共同募金への協力願い！

今年の目標額

　令和４年１０月１日より、北中城村
総合社会福祉センター内に障がい者
の就労訓練サービス（就労継続支援
B型事業）として「就労サポーターさ
んご」が開所致しました。
　これまで、北中城村社会福祉協議
会では、障がい者の日中の活動支援
として地域活動支援センターあざみ
を北中城村より受託運営しておりま
すが、日々関わる中で「働きたい」とい
う利用者の方々の想いが度々聞か
れ、社協として「何が出来るか」を模
索してきました結果、今回の事業所
開所に至ることが出来ました。

　開所するにあたり、ご協力とご理解
を賜わりました皆様に厚く御礼申し
上げるとともに、今後とも北中城村に
おける障がい福祉への理解と就労サ
ポーターさんご、地域活動支援セン
ターあざみの諸事業に対しましてご
理解とご協力を賜わりますよう宜しく
お願い申し上げます。
　なお、就労サポーターさんごの利用
者を募集しておりますので、ご興味が
ある方は、お気軽にご相談ください。
（連絡先：098-935-4520（内線15）
担当　比嘉）

「就労サポーターさんご」が開所しました。
就労継続支援B型事業

就労継続支援B型事業って何？
　障害者総合支援法に定められた日中活動系サービス。
　一般企業などで働くことが難しい障がい者に対して、支援を受けながら働く
場所を提供し、必要となる知識や能力の向上を図るための訓練を行います。

お問い合わせ

北中城村母子寡婦福祉会

　子育てと生活の担い手という役割をがんばっているひとり親家庭や寡婦の
皆さんが集まり、お互いに「支え合い、いたわり合い、助け合い、励まし合い」な
がら親睦を深め、子どもの明日への幸せ作りや生活向上をはかるための自主
的な団体です。また、親子で参加できる行事を開催し、仲間同士の情報交換や
交流などの場として育んでいます。

　北中城村母子寡婦福祉
会では、沖縄母子寡婦連合
会が実施している資格習
得講習会の案内と申込も
受付しています。

　母子寡婦福祉会では、ひとり親家庭・寡婦の皆さんの生活の安定と健やかな
子どもの成長を願って活動をしています。皆様が納めた会費は、ひとり親家庭
の福祉活動に使われます。

北中城村母子寡婦福祉会は

母子寡婦福祉会の加入について

親子交流 講座・研修

★家庭生活支援員養成講習会
★調剤事務講座
★介護職員初任者研修

★パソコン講習会
（エクセル・ワード）

北中城村母子寡婦福祉会　会　長　石嶺　智子／携帯番号 090-1875-9903
北中城村社会福祉協議会　担　当　　　　高橋／電　　話 098-935-4520
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権利擁護支援センターひまわり

　日常生活に不安をかかえている高齢者や障がい者などの自立を支え、住み
慣れた地域などで安心して生活が出来るように、お手伝いをする事業です。
　たとえば、一人暮らしの高齢者など、福祉サービスを利用したいけど、どう
したらいいのかわからないことや公共料金などの書類が届くけど、福祉サー
ビスに関する手続きや支払いが一人ではむずかしい。
　銀行での出し入れがわかりにくい、通帳や印鑑をどこにしまったか忘れた
など、一人ではお金の管理が不安なことをお手伝いします。

福祉サービス利用援助事業は

　令和4年6月29日、権利擁護の生活支援員として活動している方々を対象
に、座談会を開催しました。日頃、生活支援員として活動していることで悩ん
でいることや気になることを、話合い親睦を兼ねて交流をしました。多くの
感想が寄せられました。

権利擁護支援センターひまわり座談会

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

※生活支援員は、市民後見養成講座を修了し、現在福祉サービス利用援助事業で活動されている皆さんです。
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・それぞれの支援の状況が知れて良かった。

・皆さんの関わり方などをきいて参考になり

　ました。

・障がいと高齢者の方の支援の状況がすこ

　しばかり、違うのだということを理解した。

・情報共有ができた。

・生活支援員などの交流会があればいい

・各自治会で周知できればいい

いつでも、権利擁護支援センター
ひまわりにご相談下さい。
サービスについてご説明をいたします。

ＴＥＬ:（098）979-6110
ＦＡＸ:（098）935-4603

【お問い合わせ】
社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
北中城村権利擁護支援センターひまわり

コロナ禍でもできる地域活動 や介護予防の活動がいろいろあります♪

例えば・
・・ 

ウォーキング

野菜づくり 

健康のためにウォーキング！ひとりでやるのもいいけど…
仲間とやることで更なる介護予防に！ 

ゆんたくしながら身体を動かすことでさらなる健康づくりや
認知症予防になり、外で感染対策しながら会えるので動くつ
どいの場になります。さらに、地域の話題、生活のことを話
す情報交換の場にもなり、歩きながら地域の様子を確認でき
る見守りにもなっています。

日課として趣味の畑で野菜のお世話。毎日身体を動かして自然と
健康づくりができます♪ 

さらに、畑がハルサー仲間とゆんたくをするつどいの場にな
り、いつも会う人とのあいさつや声かけが見守り、見守られ
になります。収穫した野菜のおすそ分けでご近所さんとつな
がりづくりもでき、つながりが気軽に頼みごとや相談ができ
る支え合う関係になります。

感染対策をしながら

公民館でDVD上映会 

外での日課を作るため

野菜づくり講習会 

お茶飲みサ
ロン・生き
生きふれあ
い会では、
各地区でさ
まざまな工
夫や感染対
策が見られ
ました！ 

例えば・・・ 

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

北中城支えあい

生活支援コーディネーター通信 
「いつまでも、住み慣れた地域で自分らしく豊かに暮らせる
地域づくり」をめざして… 

 元気に生活するためには、運動や食事、人との関わりが大切！暮ら
しのなかにある小さな支え合い活動や、地域活動を応援しています。 
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　銀行での出し入れがわかりにくい、通帳や印鑑をどこにしまったか忘れた
など、一人ではお金の管理が不安なことをお手伝いします。

福祉サービス利用援助事業は

　令和4年6月29日、権利擁護の生活支援員として活動している方々を対象
に、座談会を開催しました。日頃、生活支援員として活動していることで悩ん
でいることや気になることを、話合い親睦を兼ねて交流をしました。多くの
感想が寄せられました。

権利擁護支援センターひまわり座談会

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

※生活支援員は、市民後見養成講座を修了し、現在福祉サービス利用援助事業で活動されている皆さんです。

権
利
擁
護
に
関
す
る
相
談

市
民
後
見
推
進
事
業

・それぞれの支援の状況が知れて良かった。

・皆さんの関わり方などをきいて参考になり

　ました。

・障がいと高齢者の方の支援の状況がすこ

　しばかり、違うのだということを理解した。

・情報共有ができた。

・生活支援員などの交流会があればいい

・各自治会で周知できればいい

いつでも、権利擁護支援センター
ひまわりにご相談下さい。
サービスについてご説明をいたします。

ＴＥＬ:（098）979-6110
ＦＡＸ:（098）935-4603

【お問い合わせ】
社会福祉法人　北中城村社会福祉協議会
北中城村権利擁護支援センターひまわり

コロナ禍でもできる地域活動 や介護予防の活動がいろいろあります♪

例えば・
・・ 

ウォーキング

野菜づくり 

健康のためにウォーキング！ひとりでやるのもいいけど…
仲間とやることで更なる介護予防に！ 

ゆんたくしながら身体を動かすことでさらなる健康づくりや
認知症予防になり、外で感染対策しながら会えるので動くつ
どいの場になります。さらに、地域の話題、生活のことを話
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まざまな工
夫や感染対
策が見られ
ました！ 

例えば・・・ 

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

北中城支えあい

生活支援コーディネーター通信 
「いつまでも、住み慣れた地域で自分らしく豊かに暮らせる
地域づくり」をめざして… 

 元気に生活するためには、運動や食事、人との関わりが大切！暮ら
しのなかにある小さな支え合い活動や、地域活動を応援しています。 
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ボランティア団体が大阪TV局から取材を受けました！

　北中城村は長寿の村日本一という事で、
長寿の秘密の一つとして、北中城村社会福
祉協議会へ登録して頂いている、歌声サー
クル虹・舞の会の2団体がテレビ大阪から
取材を受け、「村長にきいてみた！ウチの村
は日本一３」に出演しました。
　この二つの団体は７０代以上の方が多く
活躍されているということで、歌声サークル
虹は童謡等の歌を、舞の会は琉球舞踊を披

露する余興ボランティアとして紹介されま
した。（※沖縄での放送はありませんでし
た。）
　その他のボランティア団体、朗読ボラン
ティアみみずく、手話サークルかけ橋、手話
サークル若松、ひまわりの会も元気に７０
代、８０代の方が元気に活躍されています。
　ボランティアに興味のある方は、是非お
話や見学からでも良いのでご連絡下さい♪

北中城村社会福祉協議会　ボランティアセンター（担当：花城）
お問い合わせ先

フードバンク（法外援護事業・お中元企画）

　令和４年８月１５日から９月２日までの期
間、中元企画としてご協力を呼びかけました
「フードバンク」は、地域の皆様や、企業・団
体の皆様から多くの食料品等を頂きました。
　沢山の食料品や日用品等の寄贈、ありが
とうございました。
　寄贈された食料品や日用品等は、生活困
窮世帯等の必要としている世帯へ配布しま
した。

　北中城村社協では随時、食料品や日用品
等の受付を行っております。引き続き、皆様
からのご協力を宜しくお願いいたします。

ご協力頂いた企業・団体様

沢山の食料の寄贈、ありがとうございました

Growth、焼肉 比嘉家、廣整体院、和清掃、（有）向陽技建、株式会社MARUKIN、中央療護園、
沖縄銀行北中城支店、若松病院、EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート、沖縄
ヤクルト（株）、cotonowa、不二宮工業（株）、（有）名嘉真製菓本舗、北中城応援団　（敬称略）

　新型コロナも落ち着きの兆しがみられる中、民生委員活動も活発になりました。
　長引くコロナ禍の中で頑張っている村内の子ども達を中心に、７月より毎月第３土曜日に、無料で
お弁当などを提供し、子どもたちの元気をサポートしています。配布場所は社会福祉協議会、島袋
児童館にて正午から午後１時までとなり、事前の申し込みが必要となります。申し込みは社会福祉
協議会で受け付けています。
　お弁当は、村内のお弁当屋さんや食堂などの協力を得て作られていて、配布した方々から「おいし
かった」「ありがとう」と、次回を楽しみにしている様子にこちらも温かい気持ちになります。また、毎
回実施しているアンケートでは、「子ども食堂」があれば利用したいとの声も聞こえており、今後の課
題となりそうです。

子ども元気サポートの取り組み　－地域の子ども達をそっと応援－

　１０月９日、北中城まつり会場で民生委員児童委員の周知活動の一環として、赤い羽根共同募
金活動を行いました。今年は３年ぶりの祭りとあって多くの村民等が訪れ大賑わいとなりました。
その中で、民生委員児童委員は、キャラクターをかたどった釣りでくじびきゲームを行い、お陰様で
完売する事ができました。収益金の￥27,672は赤い羽根共同募金へお届けしました。

民生委員児童委員周知活動

　今年は、各字で活動している民生委員
児童委員の一斉改選時期となります。
　北中城村では現在、定員３２名に対して
２７名が活動しており、なり手不足の状態
です。北中城村民が安心して暮らせる為の
福祉活動を一緒しませんか？
　民生委員児童委員活動に興味のある
方、是非、北中城村社会福祉協議会へご
一報ください。

民生委員児童委員一斉改選

北中城村民生委員児童委員協議会の活動

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。

2022年10月25日 6ボランティアだより 北中城 497 2022年10月25日社協だより 北中城 97号



ボランティア団体が大阪TV局から取材を受けました！

　北中城村は長寿の村日本一という事で、
長寿の秘密の一つとして、北中城村社会福
祉協議会へ登録して頂いている、歌声サー
クル虹・舞の会の2団体がテレビ大阪から
取材を受け、「村長にきいてみた！ウチの村
は日本一３」に出演しました。
　この二つの団体は７０代以上の方が多く
活躍されているということで、歌声サークル
虹は童謡等の歌を、舞の会は琉球舞踊を披

露する余興ボランティアとして紹介されま
した。（※沖縄での放送はありませんでし
た。）
　その他のボランティア団体、朗読ボラン
ティアみみずく、手話サークルかけ橋、手話
サークル若松、ひまわりの会も元気に７０
代、８０代の方が元気に活躍されています。
　ボランティアに興味のある方は、是非お
話や見学からでも良いのでご連絡下さい♪

北中城村社会福祉協議会　ボランティアセンター（担当：花城）
お問い合わせ先

フードバンク（法外援護事業・お中元企画）

　令和４年８月１５日から９月２日までの期
間、中元企画としてご協力を呼びかけました
「フードバンク」は、地域の皆様や、企業・団
体の皆様から多くの食料品等を頂きました。
　沢山の食料品や日用品等の寄贈、ありが
とうございました。
　寄贈された食料品や日用品等は、生活困
窮世帯等の必要としている世帯へ配布しま
した。

　北中城村社協では随時、食料品や日用品
等の受付を行っております。引き続き、皆様
からのご協力を宜しくお願いいたします。

ご協力頂いた企業・団体様

沢山の食料の寄贈、ありがとうございました

Growth、焼肉 比嘉家、廣整体院、和清掃、（有）向陽技建、株式会社MARUKIN、中央療護園、
沖縄銀行北中城支店、若松病院、EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート、沖縄
ヤクルト（株）、cotonowa、不二宮工業（株）、（有）名嘉真製菓本舗、北中城応援団　（敬称略）

　新型コロナも落ち着きの兆しがみられる中、民生委員活動も活発になりました。
　長引くコロナ禍の中で頑張っている村内の子ども達を中心に、７月より毎月第３土曜日に、無料で
お弁当などを提供し、子どもたちの元気をサポートしています。配布場所は社会福祉協議会、島袋
児童館にて正午から午後１時までとなり、事前の申し込みが必要となります。申し込みは社会福祉
協議会で受け付けています。
　お弁当は、村内のお弁当屋さんや食堂などの協力を得て作られていて、配布した方々から「おいし
かった」「ありがとう」と、次回を楽しみにしている様子にこちらも温かい気持ちになります。また、毎
回実施しているアンケートでは、「子ども食堂」があれば利用したいとの声も聞こえており、今後の課
題となりそうです。

子ども元気サポートの取り組み　－地域の子ども達をそっと応援－

　１０月９日、北中城まつり会場で民生委員児童委員の周知活動の一環として、赤い羽根共同募
金活動を行いました。今年は３年ぶりの祭りとあって多くの村民等が訪れ大賑わいとなりました。
その中で、民生委員児童委員は、キャラクターをかたどった釣りでくじびきゲームを行い、お陰様で
完売する事ができました。収益金の￥27,672は赤い羽根共同募金へお届けしました。

民生委員児童委員周知活動

　今年は、各字で活動している民生委員
児童委員の一斉改選時期となります。
　北中城村では現在、定員３２名に対して
２７名が活動しており、なり手不足の状態
です。北中城村民が安心して暮らせる為の
福祉活動を一緒しませんか？
　民生委員児童委員活動に興味のある
方、是非、北中城村社会福祉協議会へご
一報ください。

民生委員児童委員一斉改選

北中城村民生委員児童委員協議会の活動

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。

2022年10月25日 6ボランティアだより 北中城 497 2022年10月25日社協だより 北中城 97号



社協だより
社 会 福 祉 情 報 誌  き た な か ぐ す く

わたしたちでつくる
やさしいむら

2022 年 10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）
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　去る９月２５日（日）に社会参加促進
の一環として「青空 CAP 城 JAM（きた
なかマルシェ）」に出店しました。出店す
るにあたり、日々の活動で利用者の皆さ
んが手掛けた EM 石鹸やエコクラフト製
品等５点を販売し、訪れたお客様と “ゆ
んたく” しながら楽しく接客させて頂き
ました。また、舞台イベントや他店舗の

ブースをみてまわり、イベントを楽しみ
ました。
　コロナ下で活動が制限されてはいます
が、久々の行事参加で利用者の皆さんも
気分がリフレッシュできたと思います。
今後も、利用者の皆さんと相談しながら
地域行事にも参加していきたいと思いま
すので、応援、宜しくお願いします♪

・伊良部　敬子 様（屋宜原245-7）
故夫　和孝 様の香典返しとして ………………………………… 30,000円

・比嘉　善一 様（島袋537-6）
故母　比嘉ウサ子 様の香典返しとして ………………………… 50,000円

・(資)屋宜原自動車整備工場 様（瑞慶覧679-2）
社会福祉事業のための寄附………………………………………… 9,106円

・大城　常良 様（渡口４番地）
故兄　大城常政 様の香典返しとして …………………………… 20,000円

・奥田　良子 様（喜舎場401）
故夫　ウィルキンソン アール ベンジャミン様の香典返しとして …… 20,000円

・大城　洋子 様（熱田217番地）
故夫　大城昇 様の香典返しとして ……………………………… 30,000円

・比嘉　信子 様（安谷屋179番地）
故夫　比嘉豊治 様の香典返しとして …………………………… 30,000円

・池間　勝 様（大城209番地）
故母　池間栄子 様の香典返しとして …………………………… 50,000円

・安座間　武 様
故母　安座間正子様の香典返しとして ………………………… 30,000円

・安里　キヨ 様（喜舎場77番地の2）
社会福祉事業のための寄附……………………………………… 50,000円

・岩永　妙子 様（喜舎場229-1東栄アパート303）
社会福祉事業のための寄附……………………………………… 30,000円

・金城　仁忠 様（渡口5番地）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・大城　初子 様（渡口12番地）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・金城　弘 様（渡口521-2）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

・喜納　ユキ子 様（熱田291）
米寿祝記念として ………………………………………………… 20,000円

北中城村障害者地域活動支援センターあざみ　活動報告

2022年10月25日 8社協だより 北中城 97号


