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感染予防を行いながら、 活動中です

町ゲートボール愛好会 支え合いボランティア養成講座

　与那原町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響で生計が困難な世帯に

対して特例貸付の相談窓口を開設しており日々の相談や申請が殺到する中、職員総出で対

応にあたり令和３年１月末時点で９１２件の申請受付を行いました。また、同時に食料や

日用品等が必要な世帯に対しては企業・団体・地域の方々から頂きましたフードバンクを

活用し提供いたしました。

　普段の暮らしが大きく変わる中で「共に助け合う」力が広がっています。

　地域ではコロナ禍の中、感染症予防対策を取りながら、少しづつ活動を再開しています。

　参加者同士の身体的な距離は離れていても、心のつながりを保ちながら過ごしています。



与那原町社会福祉協議会会報令和３年3月1日 ●2第１2７号

令和 3 年 3 月 19 日 ( 金 ) 13：30 ～ 15：30( 受付 13：15～)
コミュニティセンター２階　集会室
町内在住で介護予防の知識を学び、サポーターとして登録し、活動に参加できる方
✿定員 15 名　✿参加費　無料

介護予防の知識を身につけ、
介護予防活動に参加したい方を募集しています。

申込締切日
令和3年3月12日 (金 )

日　時
場　所
対　象

※当日は体力測定があるので、動きやすい服装でご参加ください

【お申込み・お問い合わせ】
与那原町社会福祉協議会　与那原町字上与那原 16-2　与那原町役場仮庁舎１階内
TEL：945-3016　　メール：yo-shakyo@leaf.ocn.ne.jp　　H P：https://yonabarushakyo.com

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止になる場合もあります

与那原町の障がい者事業所紹介与那原町の障がい者事業所紹介

施設名：スーパーチャレンジセンター
　　　　ミライよなばる
住　所 ：与那原町字与那原 431 番地
電　話：098-988-1303
F A X：098-988-1306

施設名：就労継続支援Ｂ型事業所
　　　　ゆいまーる
住　所 ：与那原町字与那原 535 番地
電　話：098-871-9810
F A X：098-871-9811

　当事業所ミライよなばるは、2020 年 12 月に開所したばかりの就

労支援Ｂ型事業所です。

　当事業所では利用者の皆さんが幸

せな日々の生活を送れるよう個人の

能力や体力など特性に応じて作業を

行っており、毎日笑顔で楽しく通え、

地域の皆さんに親しんでもらえる。

そんな事業所を目指し、スタッフ一

同全力でサポートさせて頂きます。

　当事業所「ゆいまーる」は、就労継続支援Ｂ型事業

所です。

「ゆいまーる」の利用者は若い方はもちろん年配者の方

も多く毎日真面目に出勤する方がほとんどです。老若

男女が違和感なく話し笑い声が多く和気あいあいとし

た雰囲気の中で仕事をし過ごされています。利用者の

方々も「ゆいまーる」は楽しいとおっしゃる声があり、

職員は利用者の一人一人の個性を大切により良い毎日

を過ごしていけることを基本姿勢として心を込めた支

援を目指しています。

　「ゆいまーる」にはイタリアの「ピエトラ　ミリアー

レ」芸術勲章の称号を認定され勲章を贈呈された「沖

縄のピカソ」と呼ばれている小波津有希さんも利用者

の一人としてお仕事を頑張っています。

　「ゆいまーる」のお仕事として、にんにくの水耕栽培、

油みその瓶詰、シークァーサーの皮むき、衣類、バッ

ク類を中心とした100円リサイクル。

　他に特徴のある仕事として天ぷらを販売しています。

利用者の方が材料を洗ったり、切ったり、粉を練った

りと楽しく作業を進めています。

　魚・イカ・野菜・モズク・イモ・フウチバー・さしぐ

さの各種天ぷらが 80 円。サーターアンダギーのプレー

ン、黒糖味が 40 円とお得な値段で美味しいと大好評で

す。その他のお惣菜も検討中です。

　お電話で前もって注文をいただければ揚げたての天ぷ

らをご準備できます。

　皆さん、お気軽に「ゆいまーる」にお立ち寄り下さい。

あなたの「働きたい」を
応援します。

訓練生募集中‼訓練生募集中‼

ふれあいサロンだよりふれあいサロンだより
与那原町与那原町 与那原町役場　福祉課　　９４５－１５２５

与那原町社会福祉協議会　９４５－３０１６
　　　　　　　　　　　　８８２－９６７７
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

母子会

１２月１９日　母子会ふれあいクリスマス会
　サンタさんと記念撮影をしよう！！
しっかりとコロナ対策を行い開催しました。たくさん
の会員さんが参加しサンタさんからプレゼントもあり
楽しい１日でした。

1 月 6 日　与那原町商
工会青年部よりまつり
Ｔシャツの寄贈

２月３日　与那原町商工会女性
部より5万円の寄付金をいただ
きました。

１２月２０日　南部地区母子会クリスマス会ＩＮ南城市
　今年は、コロナ対策のため南城市で少人数での開
催となりました。

母子会のイベントやいろんな情
報を配信しています。与那原町
母子会のインスタや与那原町社
会福祉協議会ホームページで、
お知らせします。

2月8日　メガネの平増より
こどもの国招待チケット・お米
券の寄付をいただきました。

2月8日　沖縄県母子会より
与那原町母子会会員の新入学1
年生へランドセルの寄贈があ
り、贈呈式を行いました。

HP：https://yonabarushakyo.com

与那原町母子寡婦福祉会
TEL：945－3016

令和３年度会員募集令和３年度会員募集

ウイルスに

負けないために

帰ったらすぐに

手洗い・うがい
をしましょう

30秒以上かけて

しっかりと石鹸で

洗いましょう

不要な外出は控え

マスク着用で

感染予防しましょう。

ご利用の際は、

検温、消毒、マスク着用
ご協力をお願いします。

※体調がすぐれない方は、

ご利用をお控えください。

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

今年度は、コロナウイルス感染症

感染拡大防止にて、閉所や制限

が多く、サロン活動ができなく残

念でしたが、新年度は、充実した

活動ができるよう、計画をしたい

と思っています。お楽しみに

皆様が健康に生活できますように、

引き続き感染拡大防止にご協力

お願いいたします。

おうち時間、お過ごしですか？

座ってばかりはいけません♪

その場で足踏みしたり

椅子につかまってつま先立ちなど

簡単なストレッチもしましょう

元気な笑顔に

会えることを

楽しみに

しています

母子会インスタグラム
ＱＲコード



●3 第１2７号 与那原町社会福祉協議会会報 令和３年3月1日

令和 3 年 3 月 19 日 ( 金 ) 13：30 ～ 15：30( 受付 13：15～)
コミュニティセンター２階　集会室
町内在住で介護予防の知識を学び、サポーターとして登録し、活動に参加できる方
✿定員 15 名　✿参加費　無料

介護予防の知識を身につけ、
介護予防活動に参加したい方を募集しています。

申込締切日
令和3年3月12日 (金 )

日　時
場　所
対　象

※当日は体力測定があるので、動きやすい服装でご参加ください

【お申込み・お問い合わせ】
与那原町社会福祉協議会　与那原町字上与那原 16-2　与那原町役場仮庁舎１階内
TEL：945-3016　　メール：yo-shakyo@leaf.ocn.ne.jp　　H P：https://yonabarushakyo.com

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止になる場合もあります

与那原町の障がい者事業所紹介与那原町の障がい者事業所紹介

施設名：スーパーチャレンジセンター
　　　　ミライよなばる
住　所 ：与那原町字与那原 431 番地
電　話：098-988-1303
F A X：098-988-1306

施設名：就労継続支援Ｂ型事業所
　　　　ゆいまーる
住　所 ：与那原町字与那原 535 番地
電　話：098-871-9810
F A X：098-871-9811

　当事業所ミライよなばるは、2020 年 12 月に開所したばかりの就

労支援Ｂ型事業所です。

　当事業所では利用者の皆さんが幸

せな日々の生活を送れるよう個人の

能力や体力など特性に応じて作業を

行っており、毎日笑顔で楽しく通え、

地域の皆さんに親しんでもらえる。

そんな事業所を目指し、スタッフ一

同全力でサポートさせて頂きます。

　当事業所「ゆいまーる」は、就労継続支援Ｂ型事業

所です。

「ゆいまーる」の利用者は若い方はもちろん年配者の方

も多く毎日真面目に出勤する方がほとんどです。老若

男女が違和感なく話し笑い声が多く和気あいあいとし

た雰囲気の中で仕事をし過ごされています。利用者の

方々も「ゆいまーる」は楽しいとおっしゃる声があり、

職員は利用者の一人一人の個性を大切により良い毎日

を過ごしていけることを基本姿勢として心を込めた支

援を目指しています。

　「ゆいまーる」にはイタリアの「ピエトラ　ミリアー

レ」芸術勲章の称号を認定され勲章を贈呈された「沖

縄のピカソ」と呼ばれている小波津有希さんも利用者

の一人としてお仕事を頑張っています。

　「ゆいまーる」のお仕事として、にんにくの水耕栽培、

油みその瓶詰、シークァーサーの皮むき、衣類、バッ

ク類を中心とした100円リサイクル。

　他に特徴のある仕事として天ぷらを販売しています。

利用者の方が材料を洗ったり、切ったり、粉を練った

りと楽しく作業を進めています。

　魚・イカ・野菜・モズク・イモ・フウチバー・さしぐ

さの各種天ぷらが 80 円。サーターアンダギーのプレー

ン、黒糖味が 40 円とお得な値段で美味しいと大好評で

す。その他のお惣菜も検討中です。

　お電話で前もって注文をいただければ揚げたての天ぷ

らをご準備できます。

　皆さん、お気軽に「ゆいまーる」にお立ち寄り下さい。

あなたの「働きたい」を
応援します。

訓練生募集中‼訓練生募集中‼

ふれあいサロンだよりふれあいサロンだより
与那原町与那原町 与那原町役場　福祉課　　９４５－１５２５

与那原町社会福祉協議会　９４５－３０１６
　　　　　　　　　　　　８８２－９６７７
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

母子会

１２月１９日　母子会ふれあいクリスマス会
　サンタさんと記念撮影をしよう！！
しっかりとコロナ対策を行い開催しました。たくさん
の会員さんが参加しサンタさんからプレゼントもあり
楽しい１日でした。

1 月 6 日　与那原町商
工会青年部よりまつり
Ｔシャツの寄贈

２月３日　与那原町商工会女性
部より5万円の寄付金をいただ
きました。

１２月２０日　南部地区母子会クリスマス会ＩＮ南城市
　今年は、コロナ対策のため南城市で少人数での開
催となりました。

母子会のイベントやいろんな情
報を配信しています。与那原町
母子会のインスタや与那原町社
会福祉協議会ホームページで、
お知らせします。

2月8日　メガネの平増より
こどもの国招待チケット・お米
券の寄付をいただきました。

2月8日　沖縄県母子会より
与那原町母子会会員の新入学1
年生へランドセルの寄贈があ
り、贈呈式を行いました。

HP：https://yonabarushakyo.com

与那原町母子寡婦福祉会
TEL：945－3016

令和３年度会員募集令和３年度会員募集

ウイルスに

負けないために

帰ったらすぐに

手洗い・うがい
をしましょう

30秒以上かけて

しっかりと石鹸で

洗いましょう

不要な外出は控え

マスク着用で

感染予防しましょう。

ご利用の際は、

検温、消毒、マスク着用
ご協力をお願いします。

※体調がすぐれない方は、

ご利用をお控えください。

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

今年度は、コロナウイルス感染症

感染拡大防止にて、閉所や制限

が多く、サロン活動ができなく残

念でしたが、新年度は、充実した

活動ができるよう、計画をしたい

と思っています。お楽しみに

皆様が健康に生活できますように、

引き続き感染拡大防止にご協力

お願いいたします。

おうち時間、お過ごしですか？

座ってばかりはいけません♪

その場で足踏みしたり

椅子につかまってつま先立ちなど

簡単なストレッチもしましょう

元気な笑顔に

会えることを

楽しみに

しています

母子会インスタグラム
ＱＲコード



与那原町社会福祉協議会会報令和３年3月1日 ●4第１2７号

ご寄付ありがとうございました

住所・区名氏　名 説　明 金　額

外　間　喜　啓　様 14,935 円与原 社会福祉事業のため

◎一般寄付金
みなさまからの善意のご寄付に対しまして厚くお礼申しあげます 令和２年１２月１６日～令和３年２月１５日受付分

新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金及び総合支援資金の
特例貸付の利用が終了された皆さまへ

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方に対する
総合支援資金（再貸付）のご案内

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方に対する
総合支援資金（再貸付）のご案内

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を利用が終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相
談支援機関による支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。

■ 対象世帯
　次の要件をいずれも満たす世帯
　　ア　令和３年３月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
　　イ　再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
■ 貸付上限額
　・複数人世帯の場合 20 万円以内／月 × ３月以内
　・単身世帯の場合 15 万円以内／月 × ３月以内
■ 受付期間
　・令和３年２月１９日（金）より、受け付け開始
　・令和３年３月末まで受付

お問合せ先 お申込みは与那原町社会福祉協議会にお電話ください。
TEL：９４５－３０１６ ※ 郵送でのお申込みもできます。

令和２年度　社協会員加入ありがとうございます令和２年度　社協会員加入ありがとうございます

　社協では会費をはじめ、行政からの補助金・寄付金・共同募金の配分金などの自己財源を活用し地域福祉活動を

行っています。多くの皆様が趣旨に賛同して頂き社協活動を交えてくださいますようご協力をお願い申し上げます。

　◎本年度も多くの住民の皆様や企業、団体などから社協活動を支える会員として加入いただきました。いただい

た会費は地域福祉事業に有効に活用させて頂きます◎

特別会員 一口　10,000 円

（株）次郎工業

（有）アトム印刷

（株）照正組

（株）東部電気土木

（有）与那原自動車整備センター

（株）呉屋建設

（有）儀武組

医療法人正清会　うりずん

（有）沖広販

町民生委員児童委員協議会

町障がい者協会

町老人クラブ連合会

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

東部消防本部組合

南部広域行政組合
東部環境美化センター

町役場職員

町商工会

町社会福祉協議会

29,500 円

2,000 円

79,000 円

3,000 円

9,500 円

町母子寡婦福祉会

町ゲートボール協会

ワークセンター　愛の園

あすなろ

与那原日の出園

コスモス保育園

すみれ保育園

浜田保育園

与原保育園

与那原ベアーズⅠ

与那原ベアーズⅡ

キッズまぁる

愛隣園

家庭保育事業きらら

デイサービスとことん

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

１口

団体会費 一口　5,000 円

賛助会員 一口　200 ～ 500 円


