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ワァサー作りに汗を流し、時には踊りのボランティア

で施設まわり、等々「やりたい事はまだまだたくさん

あるのよ！」と人生を謳歌している

～、おば～になりたいと、目標を見つけた

代、
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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。



大宜味村老人クラブ連合会の活動

 
おおぎみ展 グラウンドゴルフ大会 

 
ゲートボール大会 北部地区老人芸能大会（旧塩屋校区） 

 

視察研修（石川民俗資料館） シルバー料理教室（塩屋区男性） 

 
アッタイグヮ運動：ゴーヤー栽培講習会 本審査：玉城深福さん（102 歳）のアッタイグヮー 
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がんじゅう教室（ミニデイサービス）

余興大会

第 回余興大会は、ボランティアさんや多くの地域の

みなさんのご協力により、無事終えることができました。ありがとうござ

いました。今後もがんじゅう教室へのご協力をよろしくおねがいします。

みんなで一緒に楽しんでいきましょう！！

喜如嘉のみなさんの“かぎやで風”

で幕を開けました！

息の合った踊りを披露してくれた

塩屋老人会のみなさん

喜如嘉小学校獅子舞クラブの子供たちの迫力

ある獅子舞が会場を沸かせてくれました！！

“浜千鳥”をユーモアたっぷりに！

軽快な踊りで会場をとりこに！！

…大兼久のみなさん

生のフラメンコに感動！

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。
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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29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29年度　赤い羽根共同募金実績報告（敬称省略：平成30年2月15日現在）

実績額:1,292,276円（目標額:1,118,000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
（有）みのり 5,000
名嘉工務店（有） 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
NPO法人　やんばる舎 2,000

（有）塩屋工業 5,000
（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
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
新城繁正 3,000
個人（匿名） 1,000
PTハート　宮城健次 2,000
個人（匿名） 19,686
塩屋保育所（職員） 3,500
大宜味小学校（児童会） 21,468
大宜味中学校（生徒会） 19,459

計 161,113
旧津波校区

名　　称 募金額
上地ブロック 2,000

（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
（有）山城建設 10,000
（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
島津理容室 1,000
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） 2,803
おおぎみ居宅介護支援事業所（職員） 1,500
えすの里（職員） 21,500
やんばるの家（互助会） 33,000
一心療護園（職員） 21,500

計 140,303

旧喜如嘉校区
名　　　　称 募金額

やんばる酒造（株） 10,000
池原運送 5,000
芭蕉布織物工房 10,000
大山電設 2,000

（有）沖縄健康社 3,000
（株）丸孝組 10,000
（有）山口建設 10,000
（有）新栄建設 10,000
大宜味村建設業者会 10,000
じんじん(山上　学) 1,000
田嘉里共同店 3,000
喜如嘉共同店 3,000
喜如嘉畳店 2,000
嵩原たたみ店 3,000
こもれびピアノミュージック 2,000
喜如嘉共同店　（募金箱） 16,928
大宜味村商工会（職員） 1,500
社協（役職員） 7,000
喜如嘉保育所（職員） 3,620

計 113,048
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 2,000
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 3,000
個人（匿名） 2,000
大宜味郵便局（職員） 3,000
大宜味村役場（職員） 37,500
辺土名高校（職員・生徒会） 14,812

計 103,312
村外

　名　　称 募金額
㈱沖縄商会 100,000

（株）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）根路銘設計 30,000
（株）浦城産業 3,000
宮城　長正 100,000

計　 363,000
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

県共募取扱い大口寄付金配分
名称 募金額

県共募取扱い大口寄付金配分 11,000
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 49,000 98
謝名城 30,000 60
喜如嘉 31,000 62
饒   波 12,500 25
大兼久 20,500 41
大宜味 22,000 44
根路銘 24,000 48
上   原 13,000 26
塩   屋 64,500 129
屋   古 15,000 30
押   川 6,500 13
田   港 11,000 22
大   保 13,500 27
白   浜 9,500 19
宮   城 5,500 11
津   波 40,000 80
江   洲 13,000 26

計 380,500 761

平成29年度　歳末たすけあい募金実績・配分表
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 20,000 100 
謝名城 3 12,000 12,000 60 
喜如嘉 5 20,000 11,400 57 
饒　波 2 8,000 5,000 25 
大兼久 2 8,000 8,600 43 
大宜味 2 8,000 9,000 45 
根路銘 2 8,000 10,400 52 
上　原 1 4,000 5,200 26 
塩　屋 7 28,000 28,000 140 
屋　古 2 8,000 6,000 30 
田　港 1 4,000 4,400 22 
押　川 1 4,000 2,600 13 
大　保 2 8,000 5,400 27 
白　浜 1 4,000 3,800 19 
宮　城 2 8,000 3,400 17 
津　波 5 20,000 16,000 80 
江　洲 2 8,000 5,200 26 

個人（匿名） 21,419 1 
個人（匿名） 3,355 1 

前年度繰越金 5,068
合　計 180,000 186,242 784

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29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29年度 大宜味村社会福祉協議会寄付者名簿
（平成29年9月19日から平成30年2月1日まで）

住　　所 氏　　名

字喜如嘉 山口　進　様

字大兼久 山川　元　様

字喜如嘉 喜如嘉老人会　滝森会　様

字田嘉里 玉城　ヤス子　様

字塩屋 宮城　定勝　様

字塩屋 知念　和史　様

沖縄県内 第3回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 奥間キリスト教会　様

字田港 比嘉　ハツ子　様

大宜味村内 匿　名　一名　様

合　　計 ３０３，０００円
皆様の温かいご芳志心から感謝申し上げます。

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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古波蔵 義照 ～１００Ｍ走～ 前田 和輝 ～１００Ｍ走～ 

嵩原 章 ～車イス１００ｍ走～ 赤嶺 吉正 ～フライングディスク～

～

 

＜視察研修 in ゴーダック＞ 
＞ 

第５３回

沖 縄 県

身 体 障 害 者

スポーツ大会

～おおぎみ展～

嵩原章：クラフト籠 赤嶺 吉正：写真
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大宜味村母子寡婦福祉会の活動

＜定期総会＞

＜ランドセル贈呈式＞

＜母と子の楽しい運動会＞

＜ピクニック＞

＜北部地区母と子の集い

～クリスマスパーティ～

大宜味村母子寡婦福祉会は、「県母連 母と子

の楽しい運動会」や「北部地区のクリスマスパー

ティー」・「村母子会のピクニックや100円食堂」「新

1年生へのランドセル贈呈」「奨学生制度」等様々

な取組を行っています。一人で悩んでいません

か？困りごとや心配事などがあれば大宜味村母

子寡婦福祉会(事務局：大宜味村社会福祉協議

会）へお気軽にご相談ください。

大宜味村母子寡婦福祉会

＜事務局：大宜味村社会福祉協議会＞

大宜味村字喜如嘉320番地

電話：０９８０－４４－３８００

担当;平良修
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地域の住民が安心して心豊かに暮らせる社会を目指して

～ つながり・ふれあいのある大宜味村 ～

大宜味村社協は

住民の「助け合い・支え合い」（共助）を支援する取組を推進します。

 

 
生活支援サポーター養成講座 

 
生活支援サポーターて何？ 
ちょっとした困りごとのお手伝いを「できるときに」「できることを」「できる人が」 
行う身近な支え合いを行う方のことです。 

 
大宜味村社協では、生活支援サポーターを募集しています。 

お問い合わせ先：大宜味村社会福祉協議会 担当：平良 祐子 
電話 ０９８０－４４－３８００ ＦＡＸ ４４－３８０３ 

  

 
ＪＡ大宜味支店女性部より手作り味噌の贈呈 第３回クリスマスリャリティーコンサート 
（ＪＡ大宜味支店女性部仲井間幸子さんより島田哲夫社協会長へ） 音楽家慈善活動クループ「ハピネス」によるチャリ 
社協を通し、村内の障がい者世帯・母子寡婦世帯・高齢者 テーコンサートを開催。収益金５万円は、社協へ寄付 
生活困窮者世帯等へ届けました。 して頂きました。 
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