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　3月4日、5日、7日、8日、20日、ミ
ニデイサービスでは戸外活動を実施しま
した。日頃は各地区公民館でレクリエー
ションや体操をとおして仲間づくりと健
康づくりを楽しんでいますが、今回は読
谷村まで足を伸ばして史跡や歴史博物館、
オキハム工場の見学をしました。参加者
は、「史跡や歴史博物館の民具に昔を思
い出し、懐かしいと会話がはずんで楽し
かった」と話してました。

電話 098－968－3310
有線 8－3310
FAX 098－968－6021

E-mail: kin-shakyo3310@woody.ocn.ne.jp

仲間とたのしく
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　金武町共同募金委員会では、昨年、10月1日から12月31日の3ヶ月間「自分の町を良くするしく
み」をテーマとし、赤い羽根共同募金運動を展開しました。皆さまのご協力により1,976,367円の
募金が寄せられました。お寄せいただいた募金は、4月から金武町社会福祉協議会の実施する地域
福祉事業（老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・青少年福祉活動事業、母子・父子
福祉活動事業、ボランティア活動育成事業）と県内の民間福祉施設等に配分され地域福祉・在宅福
祉を推進する貴重な財源として大切に活用されます。ご協力ありがとうございました。

平成30年度　赤い羽 根共同募金実績報告

　金武町共同募金委員会では、昨年、12月１日から12月31日までの１ヶ月間、「つながり　ささ
えあう　みんなの地域づくり」をスローガンとし、歳末たすけあい運動を展開しました。皆様のご
協力により93,650円の募金が寄せられました。お寄せいただいた募金は、金武町社会福祉協議会に
おいて支援を必要とする方々が新しい年を迎えるために活用されました。ご協力ありがとうござい
ました。敬称略・順不同

平成30年度  歳末たすけあい募金実績報告

学童募金　71,014円

職域募金6,111円

金武小学校児童会 中川小学校児童会

嘉芸小学校児童会 金武中学校生徒会

沖縄銀行 琉球銀行
個人大口募金50,000円
伊芸ストアー 大城憲次 安次富邦子 匿名２名

法人募金37,539円
有限会社神中組 有限会社巴印刷 宜野座土地家屋調査士事務所

愛ちゃん と 希望くん

中央共同募金会Ｃ
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平成30年度　赤い羽 根共同募金実績報告

　町内のおいて新たな年を迎える時期に、支援を
必要とする人たちが安心して暮らすことができる
よう見舞金をお届けしました。民生委員児童委員
のみなさんのご協力により代理支給で24世帯、
47名へお届けしました。
　また、at north shore baptist church より、
歳末たすけあい事業に活用して欲しいと食料品、
生活用品等の寄贈があり見舞金と一緒にお届けし
ました。

歳末たすけあい配分金事業

戸別募金　1,048,000円 敬称略・順不同
金武区事務所 並里区事務所 中川区事務所 伊芸区事務所 屋嘉区事務所

職域募金484,353円
有限会社拓邦産業並里給油所
きんメインテナンス株式会社

朝日福祉会
沖縄プラント工業（株）金武事業
特別養護老人ホーム　光が丘
町立図書館
企画課
税務課
社会教育課
きんクリニック
沖縄増改築センター
金武町社交飲食業組合
嘉芸小学校

はまだ保育園
有限会社　丸伊設備
合同会社　比嘉総建工業
沖縄県農業協同組合金武支店
沖縄電力(株)金武火力発電所
沖縄防衛局　金武出張所

農林水産課
保健福祉課
議会事務局
屋嘉区事務所

ららくる屋嘉小規模保育園
金武こども園

オリーブきん株式会社

宜野座土地家屋調査士事務所
金武漁業協同組合
有限会社　照喜名建設
金武小学校

障害者支援施設　松原園
金武地区消防衛生組合

建設課
保健福祉センター
琉球病院
中川区事務所

リハビリデイサービスあやかい
金武町社会福祉協議会
おくまクリニック

宜野座測量設計
金武郵便局

株式会社　どりーむ
嘉芸こども園
金武区事務所

琉球リハビリテーション学院
商工観光課
上下水道課

沖縄セメント工業株式会社
金武町特産品加工センター
認定こども園　きんのほし
並里区事務所
こども支援課

沖縄銀行金武支店
山田豆腐店

金武町軍用地地主会
並里保育園
伊芸区事務所
総務課
住民生活課
学校教育課

有限会社　丸仲電気
有限会社　喜本産業
みつばこども園

KIN放射線治療・健診クリニック

法人募金　323,000円

個人大口募金　50,000円

有限会社　巴印刷
有限会社　金武酒造
株式会社　丸政工務店
有限会社　仲正組
山田豆腐店

田場兼正司法書士事務所
有限会社　山川電工

沖縄プラント工業（株）金武事業
有限会社　くばの里
有限会社　丸仲電気
有限会社　丸伊設備
有限会社　神中組
デイサービス　まくとぅ
おくまクリニック

宜野座土地家屋調査士事務所
有限会社　共栄建設
有限会社　富島建設
有限会社　喜本産業
合同会社比嘉総建工業
株式会社　仲間組

有限会社仲オートサービス
有限会社ナカムラ造園土木
きんクリニック

有限会社　宮里電水工業
介護老人保健施設信愛の丘
有限会社　大豊建設

宜野座測量設計
沖縄セメント工業株式会社
きんメインテナンス株式会社
Ｋくりえいと

有限会社　照喜名建設
山城工務店

匿名１名

愛ちゃん と 希望くん

中央共同募金会Ｃ
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福祉の気持ちを胸に

伊芸区レク愛好会 琉舞サークル友輪・ちどり金武区婦人会

　「誰もが安心して快適に暮らせる健康文化のまちづくり」をめ
ざし、地域や人と人がつながる場になることを目的に2月8日
（金）、金武町総合保健福祉センターにて「福祉の集い」を開催しま
した。
　式典の中で、金武町の社会福祉事業に功績があり、他の模範と
なる4団体、13名が表彰されました。
特別功労表彰に、なんくる農場様
優良社会福祉地域団体表に、並里区成人会様、伊芸区青年会様、
沖縄ダルク金武クラシオン様
社会福祉事業永年勤続功労賞に、我如古正和様、長田ちあき様、照屋健次様、長嶺米子様、奥間利浩様、
金城兵吾様、儀武せつ子様、島徳幸様、平田勇様、古波蔵清一様、泉敏満様、伊禮美奈子様、仲田清偉様
　また、中部電気工業協同組合様より「子ども達の貧困対策として活用してください」と寄附の贈呈
がありました。
　金武町長来賓挨拶に続き、90余名の余興ボランティアのみなさんが会に花を添えてくれました。
余興出演くださいました、金武区婦人会、伊芸区レク愛好会、琉舞サークル友輪・ちどり、並里老人会、
フラサークルマヒナヒナ、金武町踊りサークルひまわり、金武区老人会、金武町女声コーラス、沖縄ダ
ルククラシオンの皆様ありがとうございました。

表彰者のみなさん

フラサークルマヒナヒハ 並里区老人会金武町踊りサークルひまわり

金武町女声コーラス 沖縄ダルク金武クラシオン金武区老人会



社　協　だ　よ　り 平成31年3月（５）第　117　号

手話奉仕員誕生
　昨年８月１日に開講した手話奉仕員養成講座（基礎編）が終了しました。2 月 6 日までの
24 回にわたり言語としての手話の知識や手話を豊に表現することを学び５名の手話奉仕員が
誕生しました。2 月 13 日の修了式には、地域のろう者をお招きして、絵本を手話で表現し学
びの成果を発表しました。
　受講者は「最初は楽しくて、後半は上手にならない自分にもがき苦しみました。根気よく教
えて下さった城間枝利子先生、嘉数勝江先生に感謝です。今回の講座で学んだことをステップ
アップにつなげるよう頑張ろうと思います。」と話してました。

親子でたのしく
　ひとり親家庭の親子が、親子のふれあいと仲間との交流と繋がりづくりを目的に、３月３日
（日）、総合保健福祉センターで「親子でチャレンジ」を開催しまた。
　20 名の親子が参加、くるみボタンの小物製作、お茶体験、ひな人形の鑑賞や写真撮影、ち
らし寿司の試食と親子で楽しい時間を過ごしました。　参加者は、「とても楽しかった。機会が
あればまた参加したい。」と話していました。

～ご近所の集まりどころ誕生～
金武公会堂近く伊芸商店、店主伊芸節子さんのご協力により「ゆんた
く広場」が誕生しました。
　地域のみなさんの集まりどころです。お気軽にご利用下さい。
☆開店日時：月曜日から金曜日
　　　　　：午前９時から正午／午後２時から５時
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ボランティア 活動紹介! !

「町内清掃ボランティア活動」をした金武町青年団協議会、各区青年会の皆さん

　ボランティアさん、地域活動にご協力いただき、ありがとうご ざいます。みなさんの協力に感謝し活動を紹介します。紙面の都
合上、一部掲載となります。
　また、地域でボランティア活動を行っているみなさんの活動を 紹介させてください。
　取材させていただける個人、団体がありましたら社協まで、ご 連絡下さい。よろしくお願いします。

生きがいデイサービスお誕生会で
歌と踊りを披露した杉の子幼児学
園の皆さん

生きがいデイサービスお誕生会
でお遊戯をした琉星保育園の皆
さん

生きがいデイサービスお誕生会
でエイサーをした金武こどもみ
らい園の皆さん

生きがいデイサービスお誕生会
で合唱をしたみつば子ども園の
皆さん

生きがいデイサービスお誕生会
でお遊戯をした並里保育園の皆
さん

生きがいデイサービスお誕生会
で合唱をしたはまだ保育園の皆
さん

子育て支援センター歩っ歩で絵
本の読み聞かせボランティア
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ボランティア 活動紹介! !
　ボランティアさん、地域活動にご協力いただき、ありがとうご ざいます。みなさんの協力に感謝し活動を紹介します。紙面の都
合上、一部掲載となります。
　また、地域でボランティア活動を行っているみなさんの活動を 紹介させてください。
　取材させていただける個人、団体がありましたら社協まで、ご 連絡下さい。よろしくお願いします。

ミニデイサービスで踊りを披露し
た屋嘉区老人会民舞踊サークルの
皆さん

ミニデイサービスで調理をした
調理ボランティアの皆さん

生きがいデイサービスお誕生会でフラダンスを披露
したプアメリアの皆さん

子育て支援センター歩っ歩で節分の鬼に扮した新開
地スタイルの皆さん

ミニデイサービスでレクリエー
ションをした中川区学童の皆さ
ん

ミニデイサービスでレクリエー
ションをした屋嘉区学童の皆さ
ん

生きがいデイサービス、ミニデイサービスで「金武町地域貢献事業」として
高齢者向けの健康長寿の講話をした、医療法人信愛会の皆さん
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香典返し

（故）仲　間　信　子　様の香典返し
（故）宇久田　朝　松　様の香典返し

匿　名
宇久田　貞　雄　様

沖縄県軍用地等地主会連合会　様
・一般寄附として

寶　　　秀　子　様　　　　・カジマヤ祝いを記念して
ZUKEYAMAファーム　様  ・一般寄附として
金武パブテスト教会　様　　・一般寄附として

中部電気工業協同組合　様
・子ども達の貧困対策として

at north shore baptist church　様
　・歳末たすけあいへ（食料品、生活用品）

（合）ケアサポートスマイル山内強　様　　
　・ポータブルトイレ・シャワーチェア

一般寄附

物品寄附

寄 附 者 御 芳 名

　社会福祉へのご理解とご協力ありがとうございました。皆さまから寄せられました浄財は、本町の社会
福祉のために大切に活用させていただきます。今回は、平成31年３月31日受付分までを掲載します。

　フードバンクを利用できる世帯は、次のとおりとなります。
・一時的に食べ物に困っている困窮世帯
・制度活用までの繋ぎの期間
・原則１世帯一回の利用とします。但し、必要に応じてご相談ください。

・賞味期限が１ヶ月以上の食品
・お米　・缶詰など加工食品全般
・乾麺・調味料等　・冷凍食品

・お弁当（販売期限と消費期限の間隔が短
すぎて保管、お届けできない物）
・賞味期限が切れた食品

フードバンクについて

～フードバンクの利用について～

　フードバンクとは、「食料銀行」を意味する社会福祉活動です。賞味期限が１ヶ月以
上残っている食べきれない食品等をお預かりして食べ物に困っている人へお届けします。
　ご家庭で眠っている食べきれない食品があればお裾分け下さい。金武町社会福祉協議
会でも随時、受け付けています。

～フードバンクへのご協力のお願い～

寄附を受けられる食品 寄附を受けられない食品




