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この社協だよりは　　「赤い羽根共同募金」の配分金で作成されています。

令和元年度 赤い羽根赤い羽根共同募金共同募金

(1) 第43号 令和２年４月１日

赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございました。

戸別募金

東江上区 168,700 円

東江前区 142,100 円

阿 良 区 99,400 円

西江上区 141,400 円

西江前区 100,100 円

川 平 区 140,000 円

真 謝 区 39,900 円

西 崎 区 98,000 円

合　　計 929,600円

職域募金

伊江村役場 81,500 円
伊江小学校 8,500 円
西小学校 13,000 円
伊江中学校 9,500 円
ＪＡおきなわ伊江支店 17,000 円
老人ホームいえしま 12,000 円
伊江島自動車販売　㈱ 10,000 円
伊江村社会福祉協議会 10,500 円

学校募金
伊江小学校 12,496 円
西小学校 43,106 円
伊江中学校 21,962 円

その他の募金 街頭募金 ( 切符売場 5 日間 ) 92,106 円

沖縄県共同募金会　伊江村共同募金委員会　会長沖縄県共同募金会　伊江村共同募金委員会　会長　　友  寄  祐  吉友  寄  祐  吉

総額　　　　　　　　円総額　　　　　　　　円1,261,2701,261,270

　村民の皆様には、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金に多くのご寄付を頂　村民の皆様には、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金に多くのご寄付を頂
き誠にありがとうございます。き誠にありがとうございます。
　皆様からお預かりした善意の共同募金を、地域のお年寄りや体の不自由な方へ　皆様からお預かりした善意の共同募金を、地域のお年寄りや体の不自由な方へ
の支援としてお届けします。の支援としてお届けします。
　　これからも本会活動へのご理解と、ご協力を賜りますようお願い申し上げますこれからも本会活動へのご理解と、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。。



　伊江小学校・西小学校の４年生
を対象に福祉体験学習（車イス・
アイマスク）を開催しました。
　児童からは、「声かけをするこ
とで相手が安心することがわかっ
た」、「白杖でいろいろなことがわ
かる」、「目の見えない人が困って
いたらお手伝いをしたい」との感
想が寄せられ今回の体験を通じて
いろいろなことを感じてもらえた
と思います。
　“「ふ」だんの「く」らしの
「し」あわせ”（福

ふくし

祉の精神）をみ
んなで考え住みやすい村にしてい
きましょう。

　１月22日　村福祉センターにて、盲導犬「ノエル」の
給付式が行われました。
　盲導犬の給付は県身体障がい者補助犬給仕事業の一環
として行われ、給付式ではご家族や関係各所の皆さんと
伊江・西両小学校の４年生が金城さんとノエルの新しい生活の門出を祝福しました。
　金城さんが盲導犬を迎えるのは昨年６月に引退した「リーチ」に続いて２頭目。
　「ノエルが来てくれたのでまた一人でも外出できるようになった。今後は、一緒に講演活
動等を行い多くの人に障害者補助犬の役割を伝えたい」と語りました。

　車椅子の安全な使い方と補助する際の心配りの体験学習　車椅子の安全な使い方と補助する際の心配りの体験学習

車椅子体験車椅子体験

真剣に話を聞く伊江小学校４年生真剣に話を聞く伊江小学校４年生

アイマスク体験アイマスク体験

西小学校４年生と美千代さん、ノエルとの記念撮影西小学校４年生と美千代さん、ノエルとの記念撮影

(2)第43号令和２年４月１日

伊江小学校、西小学校４年生福祉体験学習

盲導犬ノエル
 給付式



　伊江村老人会では、新しい事
業として新春ゲートボール大会
を１月22日に開催しました。
　本会では村からの委託作業や
料理教室、グラウンドゴルフ大
会にゴルフ大会と、様々な事業
を行っています。
　また、学校でのあいさつ運動
や老人ホーム慰問、友愛訪問活
動など老人が活躍することで村
の地域活性化にも役立っていま
す。
　生きがい作り、健康増進、仲
間との交流のためにも会員の皆
さんはぜひ老人会活動へのご参
加よろしくお願いします。

　年２回一人暮らし
のお年寄りや老夫婦
の見守り活動のため
に真心弁当を配達し
ています。
　粟ご飯、煮物、イ
ンゲンの和え物など
家庭菜園で取れた野
菜を使い64食のお弁
当を作りました。

　民生委員児童委員協議会ではスキルアップ
のため各分野の研修に参加し地域福祉につい
て学び、民生委員活動に取り組んでいます。
　２月27日には北社連業務推進部会の伊江
島研修会に参加し、講師の福島知加さんから
「住民の主体性を引き出すコミュニケーショ
ン技法」を学びました。

第１回新春ゲートボール大会第１回新春ゲートボール大会

第37回村老連グラウンドゴルフ大会第37回村老連グラウンドゴルフ大会

芳魂の塔、ＬＣＴ慰霊碑周辺の除草作業で心地よい汗をかきました芳魂の塔、ＬＣＴ慰霊碑周辺の除草作業で心地よい汗をかきました

第３回各区対抗ゴルフ大会第３回各区対抗ゴルフ大会

男の料理教室男の料理教室

(3) 第43号 令和２年４月１日

伊江村伊江村
老人クラブ老人クラブ
連合会連合会

民生委員・児童委員の活動
● 友愛訪問配食サービス ● 研修会参加

民生委員の皆さんも研修に参加民生委員の皆さんも研修に参加

みんなで

栄養満点メニュー

を考えました。



島袋村長より伝達表彰をして頂きました。島袋村長より伝達表彰をして頂きました。

友寄会長からの伝達表彰を行いました。友寄会長からの伝達表彰を行いました。

(4)第43号令和２年４月１日

　内間博昭さんと島袋美江子さんが九州
社会福祉協議会より永年の福祉増進に寄
与された実績を表彰されました。
　内間さんは社協会長として８年間尽力
され、理事、評議員も含め20年以上村の
福祉に携っています。
また、島袋さんは西崎区の民生委員とし
て15年間活動され地域の福祉のために現
役で頑張っておられます。
　これからも、両名には益々のご活躍を
お祈り申し上げます。

　３月24日の評議委員会において西江上区の
大城強さんが新しい監事に選任されました。
　大城さんには豊富な行政経験を活かして村の福祉
向上のために活躍されることを期待申し上げます。

　１月30日赤い羽根共同募金事業
の一環として、村全体の合同ミニデ
イを西江上公民館で行いました。
　当日は、西幼稚園の園児たちとの
交流や方言紙芝居の上映、カラオケ
を使った体操など、盛りだくさんの
内容で大変盛り上がりました。

九州社会福祉協議会
連合会会長表彰

元気いっぱいの西幼稚園児元気いっぱいの西幼稚園児

西幼稚園宮城園長、社協友寄会長、西江上区知念区長による挨拶西幼稚園宮城園長、社協友寄会長、西江上区知念区長による挨拶

ジョイビートはカラオケに合わせて運動を楽しむエクササイズです。ジョイビートはカラオケに合わせて運動を楽しむエクササイズです。

ジョイビートジョイビートでで

脳トレ体操脳トレ体操 合合同同ミミニニデデイイ

新監事紹介新監事紹介



東江上区　室内グラウンドゴルフ東江上区　室内グラウンドゴルフ
ゴムボールを使ってゲートを狙いますゴムボールを使ってゲートを狙います

阿良区　伊江小学校訪問３年生との交流阿良区　伊江小学校訪問３年生との交流
皆で記念撮影皆で記念撮影

西江前区　村外ミニデイ西江前区　村外ミニデイ
恩納村安富祖満開のコスモス畑の前で記念撮影恩納村安富祖満開のコスモス畑の前で記念撮影

真謝区　西小学校３年生との交流真謝区　西小学校３年生との交流
昔ながらのゆし豆腐作り体験美味しく出来ました！昔ながらのゆし豆腐作り体験美味しく出来ました！

東江前区　カラーゲーム東江前区　カラーゲーム
指示通りにステップを踏みます！真剣そのもの指示通りにステップを踏みます！真剣そのもの

西江上区　スカットボール西江上区　スカットボール
簡単そうでなかなか入りません簡単そうでなかなか入りません

川平区　西小学校訪問１年生との交流川平区　西小学校訪問１年生との交流
ユナギ（ゆうなの木）で剣作り、大人気でしたユナギ（ゆうなの木）で剣作り、大人気でした

西崎区　村内ドライブ西崎区　村内ドライブ
リニューアルオープンしたハイビスカス園ゲート前で記念撮影リニューアルオープンしたハイビスカス園ゲート前で記念撮影

　令和元年度のミニデイの活動は保育所、幼稚園、小学校との交流が例年より活発で、村内ド
ライブや村外ミニデイ等、積極的に公民館の外へ出る機会も多くありました。
　ご協力くださった関係各機関の皆さま、ミニデイを盛り上げてくれ大変ありがとうございま
した。
　新年度も新しく参加される方を大募集しておりますので、各
区公民館・民生委員・社協へお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　☎４９−５１０４

(5) 第43号 令和２年４月１日

令和元年度ミニデイの取り組み



活動内容

　ぴゅあいいじま作業所
では、花・野菜の苗販売
を行っております。
　近くへお越しの際はぜ
ひお立ち寄りください♪

　令和元年度も「いえまーる」には沢山の方が参加してくれ
ました。
　夏休みや冬休みには小学生が遊びに来てくれ、育児サーク
ルや他の福祉団体の方たちとの交流や新しい利用者の参加な
どもありとても盛り上がった一年になったと思います。
　また、調理ボランティアのみなさん、食材を提供してくれ
るみなさんのおかげで毎回、美味しい料理を提供することが
出来ました。
　今年度も、利用者の皆さんの笑顔がみられるのを楽しみに
お待ちしています。
　ちゃーがんじゅーしんしょりよー！

古新聞回収、（花卉出荷用敷紙販売）
空き缶回収、苗の販売、レク活動
調理実習、村内観光場所の清掃作業

古新聞・空き缶の古新聞・空き缶の
回収に伺います！回収に伺います！

ご連絡はこちらまでご連絡はこちらまで
☎0980-49-2149☎0980-49-2149

北社連業務推進部会の皆さんとの交流♬北社連業務推進部会の皆さんとの交流♬

(6)第43号令和２年４月１日

いえまーる

アジサイも元気に育っています♪アジサイも元気に育っています♪

観光地清掃活動観光地清掃活動

新年の幕開けにカリーを新年の幕開けにカリーを
つけて頂きました。つけて頂きました。

最近は将棋がプチブームです。最近は将棋がプチブームです。

五目並べの達人！誰も勝てません五目並べの達人！誰も勝てません

習字も大人気です。大城忠蔵さんに習字も大人気です。大城忠蔵さんに
よる熱心な指導がうけられますよ！よる熱心な指導がうけられますよ！

野菜作り作業野菜作り作業

無人売店始めました。無人売店始めました。

ぴゅあいいじま
共同作業所



　現在の社会福祉を取り巻く情勢は、急速な少子高齢化、単身世帯の増加及び地域における相
互扶助精神の機能低下等を背景として、子どもの貧困をはじめとした生活困窮者の増加、虐
待、孤立死、引きこもりなど、現行の制度だけでは解決できない複合的な福祉課題・生活課題
が深刻化している。
　社会福祉法により、社会福祉法人制度改革が進められ、社会福祉法人には財務規律やガバナ
ンスの強化などに法人経営の透明性の確保、地域における公益的な取り組みの推進が強く求め
られている。
　本会では平成30年度に策定した伊江村地域福祉推進プラン「互いに支え合い、誇りを持っ
て豊かな気持ちで暮らし続けられる村」に盛り込んだ「支えあい、安心して暮らせる地域社会
を目指して」の基本理念のもと、福祉施設や・福祉団体、民生委員児童委員・ボランティア・
NPO等との連携・協働をより一層強化し、社会的孤立の解消に向けた運動をはじめ生活困窮
者世帯等の自立支援や社会福祉法人の地域公益活動の推進及び福祉人材の確保・養成・定着に
向けた取り組み、更なる地域福祉の発展を目指して、以下の重点に取り組むこととする。

勘定科目（大） 予算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
　
入

会費収入 650,000
寄附金収入 2,700,000
経常経費補助金収入 5,040,000
受託金収入 11,744,000
事業収入 1,014,000
介護保険事業収入 23,207,000
障害福祉サービス等事業収入 4,004,000
受取利息配当金収入 213,000
その他の収入 30,000
　事業活動収入計（１） 48,602,000

支
　
　
　
出

人件費支出 59,453,000
事業費支出 7,664,000
事務費支出 9,484,000
利用者負担軽減額 130,000
助成金支出 1,875,000
負担金支出 105,000
　事業活動支出計（２） 78,711,000

事業活動資金収支差額（３）
＝（１）−（２） △ 30,109,000

(自)令和２年４月１日　(至)令和３年３月３１日

（1）事務局体制の充実、強化
（2）地域福祉サービスの推進
（3）ボランティアの育成
（4）指定訪問介護事業所の運営

（5）指定居宅介護支援事業所の運営
（6）介護予防、生活支援事業の実施
（7） 障がい者総合支援法による居宅介

護事業、地域活動支援事業の運営
（8）職員研修の実施

令和２年度伊江村社会福祉協議会資金収支予算書

勘定科目（大） 予算額

施設整備等
による収支

収入 施設整備等収入 0
　施設整備等収入計（４） 0

支出 固定資産取得支出 2,055,000
　施設整備等支出計（５） 2,055,000

施設整備等資金収支差額（６）
=（４）−（５） △ 2,055,000

その他の
活動による
収支

収入
積立資産取崩収入 28,750,000
その他の活動による収入 38,000
　その他の活動収入計（７） 28,788,000

支出 その他の活動による支出 1,158,000
　その他の活動支出計（８） 1,158,000

その他の活動資金収支差額（９）
＝（７）−（８） 27,630,000

予備費支出（10） 0
当期資金収支差額合計（11）

=（3）+（6）+（9）−（10） △ 4,534,000

前期末支払資金残高（12） 4,534,000

当期末支払資金残高（11）+（12） 0

(7) 第43号 令和２年４月１日

令和２年度事業計画
《　基本方針　》

《　重点目標　》

（単位：円）（単位：円）



　「介護保険の認定を受けるまで」、「車椅子の購入まで」また、「一時的なご家族の
介助」など “福祉用具”が必要な際にはお気軽に相談下さい。
　専門員が心身の状況や生活の変化に合わせて、自立した生活を目指すため保険制度
や介護用品の専門店の紹介などのアドバイスを行っています。

3日
6日

7日
8日
9日

10日
13日
14日
15日
17日
20日
21日
22日

23日
24日
27日

1日

5日

8日

11日

12日

13日

14日

15日

18日

19日

20日

22日

27日

28日

30日

1日

2日
4日
5日
8日
9日

10日
11日
12日
15日
16日
17日
19日
22日
24日

25日
26日
29日

西江前ミニデイ
何でも相談
民児協定例会
西崎ミニデイ
阿良ミニデイ
いえまーる
東江上ミニデイ
カラオケ教室
東江前ミニデイ
西江上ミニデイ
西江前ミニデイ
カラオケ教室
川平ミニデイ
阿良ミニデイ
心配ごと相談
いえまーる
真謝ミニデイ
カラオケ教室
伊江村老人クラブ
連合会総会

西江前ミニデイ

西崎ミニデイ

東江上ミニデイ

何でも相談

民児協定例会

東江前ミニデイ

阿良ミニデイ

いえまーる

西江前ミニデイ

西崎ミニデイ

川平ミニデイ

西江上ミニデイ

真謝ミニデイ

阿良ミニデイ

心配ごと相談

いえまーる

第28回チャリティー

なつメロの夕べ

何でも相談
民児協定例会
西崎ミニデイ
いえまーる
西江前ミニデイ
カラオケ教室
東江前ミニデイ
阿良ミニデイ
いえまーる
東江上ミニデイ
カラオケ教室
川平ミニデイ
西江上ミニデイ
西江前ミニデイ
カラオケ教室
阿良ミニデイ
心配ごと相談
いえまーる
真謝ミニデイ
カラオケ教室
伊江村福祉団体ボッチャ
＆バーベキュー大会

4
月

5
月

6
月

ポータブルトイレ・介護ベッド・車椅子・歩行器・シャワーチェア等があります。
気軽にお問い合わせください。

☎ ４９−５１０４

福祉用具無料貸与レンタルサービス

　伊江村社協では、新型コロナウイルス感染拡大の防止のためミニデイ・
いえまーる・カラオケサークル等の事業を３月の間中止していました。
　現在は県内での発生者数が増加していない状況にありますので、４月よ
り感染対策を講じながら事業を再開していく予定です。
　関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく
お願い致します。

(8)第43号令和２年４月１日

お知らせ


