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新年のご挨拶新年のご挨拶
　年頭にあたり、 謹んで新年のご挨拶を申し上

げます。

　町民の皆様には、 清々しい新春をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。

　また、 旧年中は社協会費、 赤い羽根共同募

金、 歳末たすけあい募金をはじめ本会の諸活

動に対しまして、 温かいご支援 ・ ご協力を賜り

深く感謝申し上げます。

　さて、 昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で不要不急の外出自粛により、 これ

まで地域の通いの場を利用されていた方々などに大きな変化をもたらしました。 本会

では新型コロナウイルス感染症の影響により困窮した世帯に対する特例貸付をはじ

め、 多くの企業や関係機関からのご協力による食料支援や新型コロナウイルス感染

症に感染し自宅療養された世帯への物資の提供、 買い物代行などの支援を行いまし

た。 令和４年も行政 ・ 関係機関、 団体などをはじめ地域住民の方々と協働し合うネッ

トワークを作り 「誰もが安心して暮らせる福祉のまりづくり」 を目指して役職員一丸となっ

て推進してまいります。

　結びに、 皆様にとりましてこの一年が幸多き年になりますよう心からお祈り申し上げ、

新年のご挨拶といたします。

与那原町社会福祉協議会

会長　　伊  　  清  一



与那原町社会福祉協議会会報令和４年１月１日 ●2第13２号

～コロナに負けない！地域を応援！！～

温かいご支援・ご協力ありがとうございます。

～コロナに負けない！地域を応援！！～

ボーイスカウト与那原第１団が「赤い羽根」街頭募金に協力

　１０月１日より始まりました「赤い羽根募金」・１２月１日からの「歳末たすけあい募金」は、コロナ禍という
厳しい経済状況にもかかわらず皆さまの温かいご支援・関係団体のご協力をいただき、目標達成できる見通しに
心より深く感謝いたします。
　皆さまからの募金は、コロナ禍で厳しい状況の世帯への支援や各福祉事業（高齢者・障がい者・ひとり親・
団体支援）などに活用させていただきます。本当にありがとうございます。

つなひきかちゃんとの記念撮影に、
たくさんのプレゼントをもらって
たくさんの笑顔がありました。

母子会らしく、会員さんからの手作りの
ハンカチのプレゼント！
他にもお菓子や、おもちゃの寄贈がありま
した。
心遣い・ご協力、ありがとうございました。

　令和３年１２月５日（日）にボースカウト与那原第１団（ビーバー・カブ・ベンチャー含む）が「赤い羽根」
街頭募金をサンエー与那原Ｖ２１食品館、マリンプラザ東浜（かねひで・カインズ）で行いました。
　令和２年はコロナ禍で活動自粛もあり協力できませんでしたが、今回は感染防止を行ない活動することができ
ました。募金場所を提供いただいた企業【（株）サンエー、金秀建設（株）】をはじめ、各隊員・隊長・保護者の
皆さまご協力いただきありがとうございました。

ふれあいクリスマス

与那原町母子寡婦福祉会

　令和３年１１月２６日（金）午後２時３０分から町上の森かなちホールにて
令和３年度与那原町老人クラブ連合会総会を開催しました。
　去年に引き続き今年もコロナ禍ではありますが、出席者を限定し、余興は行わ
ず、規模縮小・時間短縮等の感染防止対策を行い開催しました。
　町老人クラブ連合会の発展と老人福祉の向上に寄与していただいた、２０名の
方を表彰し、そのうちの１３名の方がご出席いただき表彰状と記念品を贈呈しま
した。今年度の表彰は、中止になった令和２年度分も合わせて行いました。また、
当日ご出席できなかった方には後日、各単位老人クラブ会長から表彰伝達を行い
ます。
　今年度も残り僅かですがコロナに負けずいろいろな事業を計画していますので
ご参加よろしくお願いします。

　認知症高齢者、知的障がい者・精神障がい者の方々で判断能力が不十分な方との契約に基づき、社会福祉協議会
が主体となり　①福祉サービス利用のためのお手伝い　②日常的な金銭管理のお手伝い　③書類等の預かり等を行
ないます。

①定期的（週に１回～月に１回程度）生活費や小遣いのお届け。
②公共料金や病院代の支払いを代行する。
③コミュニケーションを通じて相談や要望を聞く。他

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
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

ご利用の際は、

検温、消毒

マスク着用
お願いします。

間隔をあけて

ご利用ください

◎ 毎週 火曜日 11:００～１１：４５

ちゃーがんじゅう体操

◎ 第１ 火曜日 １４：００～１５：００

脳活デー

◎ 第２・４火曜日 １４：００～１５：００

保健師相談日

※カラオケ・イベント等は今後の

感染状況を見ての再開となります。

♪皆様のお越しをお待ちしております♪

楽しく体操

＼第１火曜は脳活デー／
楽しみながら頭の健康、認知機能のチェックができます。

結果が数字で出るので目標も立てやすく、自宅でできる

トレーニングなどのアドバイスを受けて、認知予防につなげ

ていきましょう♪

※人数に限りがあるので、事前にふれあいサロンまで

お問い合わせください。

手工芸材料の

ほか、囲碁も

準備しています。

パーツが細かい

ので,メガネを

忘れずに！！

ビーズ 「ボール、花ボール」

＼おすすめ／

令和３年度　与那原町老人クラブ連合会　総会を開催令和３年度　与那原町老人クラブ連合会　総会を開催

　町老人クラブ新年会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止といたします。ご理解のほどよろしくお
願いいたします。

日常生活自立支援事業☆日常生活自立支援事業☆ 生活支援員募集中！！生活支援員募集中！！

日常生活自立支援事業ってなに？？

どうやったら生活支援員になれるの？？

生活支援員って？どんな事をするの？

書類提出（履歴書）→面接→登録→活動開始

※活動報酬については、与那原町社会福祉協議会へ
　お問い合わせください！！

＜直通　098－945－3016＞



●3 第１3２号 与那原町社会福祉協議会会報 令和４年１月１日

～コロナに負けない！地域を応援！！～

温かいご支援・ご協力ありがとうございます。

～コロナに負けない！地域を応援！！～

ボーイスカウト与那原第１団が「赤い羽根」街頭募金に協力

　１０月１日より始まりました「赤い羽根募金」・１２月１日からの「歳末たすけあい募金」は、コロナ禍という
厳しい経済状況にもかかわらず皆さまの温かいご支援・関係団体のご協力をいただき、目標達成できる見通しに
心より深く感謝いたします。
　皆さまからの募金は、コロナ禍で厳しい状況の世帯への支援や各福祉事業（高齢者・障がい者・ひとり親・
団体支援）などに活用させていただきます。本当にありがとうございます。

つなひきかちゃんとの記念撮影に、
たくさんのプレゼントをもらって
たくさんの笑顔がありました。

母子会らしく、会員さんからの手作りの
ハンカチのプレゼント！
他にもお菓子や、おもちゃの寄贈がありま
した。
心遣い・ご協力、ありがとうございました。

　令和３年１２月５日（日）にボースカウト与那原第１団（ビーバー・カブ・ベンチャー含む）が「赤い羽根」
街頭募金をサンエー与那原Ｖ２１食品館、マリンプラザ東浜（かねひで・カインズ）で行いました。
　令和２年はコロナ禍で活動自粛もあり協力できませんでしたが、今回は感染防止を行ない活動することができ
ました。募金場所を提供いただいた企業【（株）サンエー、金秀建設（株）】をはじめ、各隊員・隊長・保護者の
皆さまご協力いただきありがとうございました。

ふれあいクリスマス

与那原町母子寡婦福祉会

　令和３年１１月２６日（金）午後２時３０分から町上の森かなちホールにて
令和３年度与那原町老人クラブ連合会総会を開催しました。
　去年に引き続き今年もコロナ禍ではありますが、出席者を限定し、余興は行わ
ず、規模縮小・時間短縮等の感染防止対策を行い開催しました。
　町老人クラブ連合会の発展と老人福祉の向上に寄与していただいた、２０名の
方を表彰し、そのうちの１３名の方がご出席いただき表彰状と記念品を贈呈しま
した。今年度の表彰は、中止になった令和２年度分も合わせて行いました。また、
当日ご出席できなかった方には後日、各単位老人クラブ会長から表彰伝達を行い
ます。
　今年度も残り僅かですがコロナに負けずいろいろな事業を計画していますので
ご参加よろしくお願いします。

　認知症高齢者、知的障がい者・精神障がい者の方々で判断能力が不十分な方との契約に基づき、社会福祉協議会
が主体となり　①福祉サービス利用のためのお手伝い　②日常的な金銭管理のお手伝い　③書類等の預かり等を行
ないます。

①定期的（週に１回～月に１回程度）生活費や小遣いのお届け。
②公共料金や病院代の支払いを代行する。
③コミュニケーションを通じて相談や要望を聞く。他

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
与那原町ふれあいサロン　９４５－９６６３

開所日時：月曜日～金曜日 １０：００～１５：４５（※休所日：土・日・祝 ）

ご利用の際は、

検温、消毒

マスク着用
お願いします。

間隔をあけて

ご利用ください

◎ 毎週 火曜日 11:００～１１：４５

ちゃーがんじゅう体操

◎ 第１ 火曜日 １４：００～１５：００

脳活デー

◎ 第２・４火曜日 １４：００～１５：００

保健師相談日

※カラオケ・イベント等は今後の

感染状況を見ての再開となります。

♪皆様のお越しをお待ちしております♪

楽しく体操

＼第１火曜は脳活デー／
楽しみながら頭の健康、認知機能のチェックができます。

結果が数字で出るので目標も立てやすく、自宅でできる

トレーニングなどのアドバイスを受けて、認知予防につなげ

ていきましょう♪

※人数に限りがあるので、事前にふれあいサロンまで

お問い合わせください。

手工芸材料の

ほか、囲碁も

準備しています。

パーツが細かい

ので,メガネを

忘れずに！！

ビーズ 「ボール、花ボール」

＼おすすめ／

令和３年度　与那原町老人クラブ連合会　総会を開催令和３年度　与那原町老人クラブ連合会　総会を開催

　町老人クラブ新年会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止といたします。ご理解のほどよろしくお
願いいたします。

日常生活自立支援事業☆日常生活自立支援事業☆ 生活支援員募集中！！生活支援員募集中！！

日常生活自立支援事業ってなに？？

どうやったら生活支援員になれるの？？

生活支援員って？どんな事をするの？

書類提出（履歴書）→面接→登録→活動開始

※活動報酬については、与那原町社会福祉協議会へ
　お問い合わせください！！

＜直通　098－945－3016＞
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住所・区名氏　名 故人名 金　額

１００,０００円江口知　念　　　勉　様 娘：知念　百代　様

３０,０００円中島上　原　正　和　様 母：上原　節子　様

◎香典返し
ご逝去された方々のご冥福を謹んでお祈りいたしますとともにご遺族様のご厚情に対しまして心より感謝申しあげます

ご寄付ありがとうございました
◎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 3年 10 月 19 日～令和 3年 12 月 20 日受付分

説　明 金　額氏　名

昭和博物館　様 森下 ７,０００円社会福祉事業のため

まるはな食堂　様 森下 １００,０００円社会福祉事業のため

匿　　名 上与那原 １０,０００円社会福祉事業のため

匿　　名 １０,０００円社会福祉事業のため

住所・区名

特例資金（緊急小口資金と総合支援資金）の申し込み期間延長について特例資金（緊急小口資金と総合支援資金）の申し込み期間延長について
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や雇止め、解雇等により生活資金
でお困りの世帯に対して、２種類の特例貸付（緊急小口資金と総合支援資金）の申し
込み期間が３月末日まで、延長になりました。

緊急小口資金
●貸付上限額：20 万円以内

●据 置 期 間：１年以内

●償 還 期 限：２年以内

●貸 付 利 子：無利子

●保　証　人：不要

総合支援資金
●貸付上限額
・単身世帯：月 15 万円以内
・（2 人以上）世帯：月 20 万円以内
●貸付期間：原則３月以内
●据置期間：１年以内
●償還期間：10 年以内
●貸付利子：無利子
●保 証 人：不要

お問い合せ：与那原町社会福祉協議会　945-3016

～地域見守り隊協定書締結式を行いました～～地域見守り隊協定書締結式を行いました～

与那原町社会福祉協議会与那原町社会福祉協議会

　令和３年１１月１０日（水）に「与那原町地域見守り隊協定書締結式」を開催し、５事業
所と協定書の締結を結びました。締結事業者を代表して生活協同組合コープおきなわの
川越雄一郎 理事長は日頃からの業務の中で異変を感じた際には速やかに社協へ連絡し活動の
協力に努めますとのご挨拶がありました。
　　締結式終了後には見守り隊連絡会を開催し、実際にあった事例の紹介や地域で行ってい
る見守り活動や、認知症の方を対象とした見守りネットワーク事業の報告をし幕を下ろしま
した。

今回、協定を結んだ５事業所
 ・生活協同組合 コープおきなわ　・社会福祉法人 南島会
 ・医療法人 正清会 介護老人保健施設 うりずん　 ・与那原郵便局　 ・南風原中郵便局

見守り隊とは・・・業務中に「郵便物、新聞がたまっている」「いつもと様子が違うな」「最近見かけなくなった」「異
臭がする」などの異変に気付いた場合はその内容を社協へ連絡、相談を行います。連絡を受けた社協は、行政や自
治会、関係する専門機関などと情報収集を行い必要な福祉サービス、支援を行います。


