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思いやる心は感謝の心を育み、人と人をつなげる大事な根っこ！
～ちいさなちからがつながってありがとうが溢れる大宜味村に～

JA大宜味支店女性部より手作り味噌の贈呈
（JA大宜味支店女性部仲井間幸子さんより島
田哲夫大社協副会長へ）
社協を通し、村内の障がい者世帯・母子寡婦世
帯へ届けました。

音楽家による慈善活動グループ「ハピネス」
第２回クリスマスチャリティーコンサート
収益金26,997円は社協へ寄付して頂きま
した。

沖縄明治乳業より飲物のプレゼント
大宜味村子どもの居場所運営支援事業

「ぶながやっ子ハウス」へ社協を通して贈呈

なかゆくい ～大保区～

「なかゆくい事業」の一環で大保区は子供たちとジャガイモの植え付けから収穫、ジャガイモ
パーティーを行いました。予想以上にたくさん収穫でき、全員に配る事ができました！
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名桜大学との連携
その１「ゆんたく会」（精神障がい者の地域支援）の立ち上げ
　メンバー：金城祥教（名桜大学精神看護学名誉教授）・安村勤（北部自立支援センターウエ－ブ所長）・
　　　　　 田仲敬（住民福祉課保健係長）・平良修（村社協事務局長）
　十分な支援が行き届いていない精神障がい者が、地域でいきがいをもって生活を送れるように「生きる力を習得す
ることができるため」に設立した。

その２　名桜大学大宜味プロジェクト（若い力で地域を元気に）
大宜味村出身の学生が中心となり、交流をとおして地域貢献するためのチームを立ち上げ活動中。
佐久川美紀子（上原）・知念美羽（田嘉里）・宮城沙衣（屋古）・山城真紀（田嘉里：北部看護）

社協「ヘルパーセンターくがに」社内研修会
講師：金城祥教氏（名桜大学精神看護学名誉教授：大兼久区出身）

「精神障がい者がいきがいをもって暮らせる地域づくり」講演会
講師：土屋　徹氏（Office 夢風舎　舎長）
会場：大宜味村農村環境改善センター

プラカードを揚げ入場行進する知念美羽さん アブシバレーハーリー大会への参加

ムーチー作り後の楽しい試食のひとコマ 海浜清掃
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赤い羽根共同募金　〜やさしさをありがとう〜
一人ひとりの募金が地域の暮らしを支えます。
一人ひとりのやさしさが、みんなの住む大宜味村をもっと、やさしくしてくれます。
赤い羽根の募金活動は、人のやさしい気持ちを集める活動です。
平成28年度も村内各世帯、企業、学校、職域、個人の皆様、そして村外企業（村出身者）・個人の皆様から多くの浄財を
賜りました。厚く御礼申し上げます。

平成28年度　赤い羽根共同募金実績報告（敬称省略：平成29年2月28日現在）
実績額:1,237,481円（目標額:1,120,000円）

旧塩屋校区
名　　　　称 募金額

大宜味歯科診療所 5,000
大宜味村立診療所 5,000
（株）沖縄村上農園 5,000
（株）ブルーオーシャンズ 3,000
（株）おおぎみファーム 3,000
（有）みのり 5,000
名嘉工務店（有） 5,000
大宜味村建設業者会 10,000
（有）一円産業 5,000
（株）宮太組 5,000
大宜味村海産物生産部会 2,000
（株）沖縄緑建 5,000
大宜味産業 3,000
NPO法人おおぎみまるごとツーリズム協会 2,000
大保運送（有） 3,000
丸海きあら 3,000
NPO法人　やんばる舎 2,000
（有）塩屋工業 5,000
塩屋売店 2,000
塩屋電気 3,000
トミ商店 3,000
みやぎ製菓店 3,000
ビューティーサロンマキ 3,000
サトシ電器サービス 2,000
キャビン理容室 2,000
松本養豚 3,000
ふる里薬局 5,000
（匿名） 1,000
（匿名） 1,000
PTハート　宮城健次 2,000
伊波ヒロ 10,000
塩屋保育所（職員） 3,000
大宜味小学校（職員・児童会） 23,709
大宜味中学校（職員） 17,000
大宜味中学校（生徒会） 12,046

計 171,755
旧津波校区

名　　称 募金額
上地ブロック 3,000
（株）ＪＡおきなわくがにーSS 5,000
（有）介護サービスやんばる 5,000
大幸整備 3,000
（有）丸金開発 2,000
（有）前田建機 3,000
（株）夢感動ファーム 1,000
（有）山城建設 5,000
（有）琉兼重機 5,000
安室養鶏場 3,000
レストランマリン 5,000
カットハウス　オアシス 1,000
（匿名） 1,000
ヘアサロン　KP 1,000
前田食堂 5,000
きゆな牧場 2,000
江洲の花 1,000
デイサービスおおぎみ（職員） 5,000
デイサービスおおぎみ（募金箱） 3,222
おおぎみ居宅介護支援事業所（職員） 2,000
おおぎみトレーニングリハビリ（職員） 3,000
えすの里（職員） 21,500
やんばるの家（互助会） 30,000
一心療護園（職員） 22,000

計 137,722

旧喜如嘉校区
名　　　　　　　称 募金額

（名）田嘉里酒造所 10,000
池原運送 5,000
芭蕉布織物工房 20,000
大山電設 2,000
（有）沖縄健康社 3,000
（株）丸孝組 10,000
（有）新栄建設 10,000
（有）山口建設 10,000
じんじん(山上　学) 1,000
喜如嘉共同店 3,000
喜如嘉畳店 2,000
嵩原たたみ店 3,000
小春屋 1,000
こもれびピアノミュージック 1,500
（匿名） 449
大宜味村商工会（職員） 1,500
社協（役職員） 10,100
喜如嘉保育所（職員） 2,700

計 96,249
旧大宜味校区

名　　　　称 募金額
（有）仲井間林業 5,000
ＪＡおきなわ大宜味支店 20,000
安里商店 1,000
笑味の店 3,000
ふるさと食堂 3,000
ぶながやの里農産物生産同志会 5,000
美ゅうびゅう 2,000
大宜味村農山漁村生活研究会 3,000
おおぎみ食堂 2,000
ＷＡＳＳＡＷＡＳＳＡ 2,000
大宜味郵便局（職員） 1,500
大宜味村役場（職員） 35,500
辺土名高校（職員・生徒会） 13,255

計 96,255
イベント募金

名称 募金額
チャリティー囲碁大会
（デイサービスおおぎみ） 20,000

村外
　名　　称 募金額

㈱沖縄商会 100,000
（有）沖商不動産 100,000
㈱東部自動車 10,000
金城電気工事㈱ 5,000
㈱沖縄工設 5,000
（有）傘愛 10,000
（株）浦城産業 2,000
宮城　長正 100,000

計 332,000

辺土名高校

大宜味中学校

大宜味小学校
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地域のいろいろな活動のために
　　　　　役立てられています。
　　　　　　　〜赤い羽根共同募金〜
戸別募金

区　名 募金額 戸数
田嘉里 47,500 95
謝名城 29,500 59
喜如嘉 33,000 66
饒   波 12,000 24
大兼久 21,500 43
大宜味 25,000 50
根路銘 21,900 44
上   原 13,000 26
塩   屋 66,600 133
屋   古 15,000 30
押   川 7,500 15
田   港 11,000 22
大   保 13,000 26
白   浜 9,000 18
宮   城 9,500 19
津   波 35,000 70
江   洲 13,500 27

計 383,500 767

平成28年度大宜味村歳末たすけあい募金実績・配分表
沖縄県共同募金大宜味村共同募金委員会

配分実績 募金実績
区　名 割当数 金額（円） 金額（円） 戸数（件数）
田嘉里 5 20,000 19,200 96
謝名城 3 12,000 9,600 48
喜如嘉 5 20,000 12,000 60
饒   波 2 8,000 5,000 25
大兼久 2 8,000 8,600 43
大宜味 2 8,000 10,000 50
根路銘 2 8,000 9,200 46
上   原 1 4,000 5,400 27
塩   屋 7 28,000 27,700 139
屋   古 2 8,000 6,000 30
田   港 1 4,000 4,400 22
押　川 1 4,000 3,000 15
大   保 2 8,000 5,200 26
白   浜 1 4,000 3,600 18
宮   城 2 8,000 3,200 16
津   波 5 20,000 16,000 80
江   洲 2 8,000 5,400 27

宮城広実 25,807 1
（匿名） 3,085 1
新年度繰越金 2,676

合計 45 180,000 185,068 770

老人福祉活動事業
老人婦人合同スポーツ大会
ふれあい弁当
米寿・風車・新百歳記念品贈呈等

障がい児（者）福祉活動事業
県身体障害者スポーツ大会
村身体障害者協会育成助成金
村心身障害児（者）協会育成助成金

児童・青少年福祉活動事業
こいのぼり掲揚式
児童福祉週間パレード

福祉育成・援助活動事業
社協だより発行
赤い羽根共同募金チラシ発行

ボランティア事業
ボランティア活動費
（大宜味小学校・大宜味中学校・辺土名高校）
図書カード支給
（大宜味小学校・大宜味中学校）

赤い羽根共同募金運動出発式
（平成28年10月5日）

民生委員・児童委員、社協役職員が村内の企業・団体を回り、募金活動を行
いました。
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平成28年度 大宜味村社会福祉協議会寄付者名簿
（平成28年9月30日から平成29年3月15日まで）

住　　所 氏　　名

字田嘉里 平良蔵幸　様

字屋古 宮城勇　様

字喜如嘉 喜如嘉老人会　様

字塩屋 宮城サダ　様

字田嘉里 池原ユキ　様

第 2 回 大 宜 味 村 チ ャ リ
ティークリスマスコンサー
ト実行委員会　様

国頭村字奥間 奥間キリスト教会　様

字上原 宮里成信　様

字塩屋 宮城丈也　様

字大兼久 金城富美子　様

大宜味村内 匿名一名　様

合　　計 316,997円

母子・父子福祉活動事業
激励ピクニック
母子寡婦福祉社会育成助成金
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大宜味村民生委員・児童委員協議会

ご存じですか？
わが村の民生委員・主任児童委員

民生委員・児童委員の紹介
　民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手
です。暮らしに関すること、困った事、悩みごとな
どお気軽にご相談ください。

民生委員とは？
　民生委員は、それぞれの地域で、一人暮らしや寝
たきりの高齢者等への援護活動をはじめ、生活上
の様々な問題を抱えている人への相談・支援にあ
たります。民生委員は、民生委員法により厚生労働
大臣から委嘱されます。

児童委員とは？
　児童委員は、児童問題に関わる様々な行政機関、
児童・青少年育成者・学校関係者と協力し、子ども
か健やかに育つ環境づくりや子育てのための相談・
支援にあたります。児童福祉法により民生委員が
児童委員を兼ねています。

主任児童委員とは？
　主任児童委員は、担当地域を持つ児童委員とは
別に、児童福祉に関する事項を専門的に担当する
民生委員児童委員として、児童福祉関係機関との
連携調整や必要な支援を行います。

全国一斉改選
民生委員・児童委員

　民生委員・児童委員厚生労働
大臣から委嘱状及び県知事委嘱
状交付式
　全国一斉改選による民生委員・児童委員厚
生労働大臣委嘱状及び感謝状並びに知事委嘱
交付式が平成28年12月9日（金）村長室で行
われました。
　今回の一斉改選で新たに根路銘区と屋古区
に民生委員が誕生し、よりきめ細かな支援が
できるようになりました。わが村の民生委員
児童委員は総勢18名になりより住みよい地
域づくりを目指しています。
　また、退任者は謝名城区の山城清安さん、上
原区の宮里成信さん、大保区の崎山千代子さ
んです。大保区の崎山千代子さんは民生委員
を18年務め、県知事より感謝状・記念品が贈
呈されました。長い間ありがとうございました。
これからもご指導宜しくお願い致します。
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副会長：平良政代

（担当：大宜味）

我那覇宗徳

（担当：大保）

真栄田恵美子

（担当：押川）

松本安子

（担当：田港）

宮城勇

（担当：屋古）

宮城桂子

（担当：塩屋・大川）

友寄淳子

（担当：上原）

平良政枝

（担当：根路銘）

前田朝達

（担当：饒波・大

兼久）

平良智恵美

（担当：謝名城）

池宮城むつ美

（担当：江洲）

松本冨士子

（担当：津波）

宮城広実

（担当：宮城・白浜）

児童委員：大山美佐子

（担当：旧喜如嘉・大宜

味校区）

児童委員：千住美和子

（担当：旧塩屋・津波校

区）

会長：山川清

（担当：喜如嘉）
山城薫

（担当：田嘉里）

副会長：島田哲夫

（担当：塩屋，兼久）

今回の全国一斉改選により、新しい民生委員が5名誕生しました！どうぞよろしくお願いいたします！

※任期は３年（Ｈ２８年１２月１日～Ｈ３１年１１月３０日）です。
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第3回
余 興 大 会

琉球大学琉球芸能研究クラブのみなさん

が出演！三線に歌に踊りと会場を沸かせて

くれました。唄って!踊って！笑って！賑や

かな余興大会でした。

宮城保幸さん(根路銘)よ

りシークヮーサーの差し入

れがありました。ありが

とうございました。

がんじゅう教室あれこれ

この社協だよりは、赤い羽根共同募金と寄付金で作成しました。

第28号　大宜味村社協だより　　2017年3月（8）


