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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。

みんなで頭の体操グー・パー

西崎区からとび入り余興も飛び出し！皆さん大喜び！

合同ミニデイ合同ミニデイ

２月23日に改善センターで合同ミニデイが開催された。
10時半からミニデイ担当による、元気いっぱいの体操やお弁当、
午後からはグループホームひめゆり所長嘉数世利子氏による
認知症予防と笑いヨガと題し体を動かす講話が行われた。
参加した皆さんには、久しぶりに他の区の友達に逢えた！
ということでゆんたくにはなが咲いていました！

発行／伊江村社会福祉協議会　伊江村字川平364番地1　TEL.0980－49－5104



第33号平成29年３月31日 ⑵

各区ミニデイの様子各区ミニデイの様子各区ミニデイの様子
東江上区東江上区

東江前区東江前区

阿良区阿良区

西江上区西江上区

ボールを使った体操 伊江幼稚園とのふれあい

七夕飾り（貼り絵） 東保育所との交流

七夕飾りつけ 村外ドライブ（いちご狩り）

村外ドライブでの集合写真 東保育所との交流
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各区ミニデイの様子各区ミニデイの様子各区ミニデイの様子
西江前区西江前区

川平区川平区

真謝区真謝区

西崎区西崎区

レク活動（間違い探し） 村内ドライブ（城山にて）

レク活動（足指運動） 作品を手に集合写真

ちゅーぱんじゃ祭り　作品作り 昼食前のひととき

保育所との交流 新年会の様子
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東江前区が県大会１位・２位に輝きました

各地区を勝ち上がった 24 チームによる開会式

決勝戦は、東江前区Ａ・Ｂチームの戦いです

伊江村老人クラブ連合会 活動だより伊江村老人クラブ連合会 活動だより
　平成28年10月12日に伊江村多目的屋内運動場で行われました第36回沖縄県老人ゲートボール伊江島大
会では、各地区で代表を勝ち取った24チームの皆さんによる熱戦が繰り広げられました。
　遠くは久米島、宮古地区からも参加し伊江島大会を楽しみながら交流を深めました。
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沖縄県老人芸能大会
　東江上区老人クラブの皆さんが北
部地区代表として沖縄県老人芸能大
会へ出場。
　総勢20名によります城の前・門口
池小堀・笠様わの３点を披露しまし
た。
　村外の方が伊江島の踊りをとても
楽しみにされ、ひときわ大きな拍手
が出演者へおくられました。

男の料理教室
　８月に豚汁、炊き込みご飯。
　２月はカレー、コールスロー
と２回実施、年々お父さん方
も料理が上達しています。

今帰仁村湧川老人クラブとの交流
　花植ボランティアやグラン
ドゴルフ交流、また、地域活
性化に向け一人ひとりがどう
取り組むのか？互いの地域の
情報交換を行いました。
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伊江村民生委員児童委員協議会
平成28年12月全国一斉改選に伴い
民生委員・児童委員が変わりました！

新しい民生委員

会　長 大 城春代（西江前区） 副会長 知念光江（西江上区）

東 江 上 区 東　江　進　清・与那城　利　江

東 江 前 区 東　江　邦　子・大　城　佐智代

阿　良　区 仲宗根　キヨ子　　　　　　　　

川　平　区 長　嶺　妙　子・玉　城　尚　美

真　謝　区 石　川　初　美　　　　　　　　

西　崎　区 島　袋　美江子　　　　　　　　

主任児童委員 内　間　三　枝・長　嶺　照　子
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✿改選に伴い民生委員児童委員活動にこれまで多大な貢献を
していただいた７名の皆様が退任されました。　　　　

知　念　敏　彦さん（東江上）　　知　念　松　枝さん（東江上）
内　間　カズエさん（東江前）　　棚　原　和　子さん（東江前）
並　里　政　子さん（川　平）　　伊是名　綾　子さん（川　平）
内　間　初　枝さん（主任児童委員）　　　　　　　　　　　　　

✿長年にわたり各区で活動された皆様、ありがとうございました✿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年に１度の県外（四国）視察研修

第29回沖縄県民生委員児童委員大会

内間初枝さん（東江前）が22年11ヵ月間、
主任児童委員としてご尽力いただき、沖縄
県民生委員大会功労賞を受賞しました。
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民生委員・児童委員とは…

　民生委員・児童委員は厚生労働大臣の委嘱を受けて、地域の困っている方
から相談を受けたり、問題解決をするボランティアです。
　任期は、３年で民生委員が児童委員を兼ねています。また児童生徒を専門
とする主任児童委員が設置されています。
　わたしたちの伊江村では、民生委員11名、主任児童委員２名が活動してい
ます。

伊江中学生とのふれあい給食

友愛訪問「配食サービス」
１人暮らし・老夫婦世帯へ
手作り弁当を配布！
とても喜ばれました

みんなの手作り弁当です
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民生委員・児童委員の平成28年度の主な活動 
４月
　・新１年生入学お祝い金事業への協力

５月
　・「民生委員児童委員の日」活動
　・就学援助制度への協力

６月
　・平成28年度総会
　・紙おむつサービスへの協力　

８月
　・ふれあい理容サービス対象者調査

９月
　・友愛訪問「配食サービス」
　・北部地区民生委員児童委員等合同研修会

10月
　・赤い羽根共同募金街頭募金への協力
　・ふれあう心やんばるの集い
　　　　　　合同運動会への協力
　・県外（四国）視察研修
　・赤い羽根共同募金事業「敬老会」への協力

11月
　・紙おむつサービスへの協力

12月
　・民生委員児童委員全国一斉改選
　・歳末見舞金配布事業への協力
　・ふれあい理容サービス対象者調査
　・ぴゅあいいじま共同作業所
　　　　　　　　忘年会への協力

１月
　・新任民生委員児童委員研修会
　・主任児童委員研修会

２月
　・「合同ミニデイ」への協力
　・民生委員児童委員広報研修会

３月
　・村外研修
　・友愛訪問「配食サービス」
　・紙おむつサービスへの協力

素敵な歌声を披露しました

村外研修
読谷村
「ケアセンターきらめき」を訪問
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目　的：カラオケは健康維持や脳の活性化に効果があると言われています。歌を通して仲間づ
くりをし、健康を意識し楽しみや生きがいを持つこと。

日　時：毎月、第２・第３・第４月曜日　13：30～15：30まで
場　所：伊江村福祉センター
　　　　
　　　　
　　　　

目　的：高齢者及び心身に障害等があることによって、日常生活に困難をきたしているが、福
祉サービス利用援助事業や成年後見人制度等の他の社会資源の活用が困難であり、緊
急に金銭管理等の支援を必要としているものに対し、他の社会資源の活用が可能とな
るまでの間の暫定設置として日常的金銭管理や書類保管等の支援を行うことにより、
その者の権利を擁護し自立への援助をする。

目　的：生活の変化にともない、介護レンタルが決定になるまでの間や用具を購入するまでと
いった短期間での貸し出し、また、福祉用具の情報や専門店の紹介のアドバイスをし
ています。

社協から紹介社協から紹介

【がんじゅーカラオケ教室】

【緊急時における日常的金銭管理支援事業について】

【福祉用具を無料貸し出ししています】

村内在住、おおむね60歳以上の皆さんを対象にしています！
カラオケを通して！健康づくり！
皆さんご気軽にお越しください！！
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　一般の交通機関では外出が困難な人を外出支
援車輌により自宅から診療所や福祉施設機関等
への送迎を行っています。

　申請→審査→登録が必要です。くわしくは、
住民課または、村内介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）までお願いします。

社協から紹介社協から紹介
【外出支援サービス】

　日頃抱えている様々な悩みや介護・生活の問
題など相談下さい。
日　時：第２・第４水曜日
場　所：伊江村福祉センター相談室
＊日程については村の年間計画をご確認下さ
い。
・相談は無料で個人の秘密は固く守ります。ま
た、相談の内容によっては他の機関を紹介し
ます。

【心配ごと相談】

居宅介護支援事業所
　ケアマネジャー（介護支援専門員）があなたに合ったサービスをご提案します。
訪問介護事業所
　ホームヘルパーがご自宅に訪問し、身体介護・生活援助サービスを提供します。

【介護保険事業】
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合計 1,218,786円合計 1,218,786円
赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございます。

　平成28年度、村民の皆さんより赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動にあたた
かいご協力、ご支援をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
　皆様から寄せられました善意は、伊江村社会福祉協議会が行う（老人福祉活動、
障害児・者福祉活動、児童・青少年福祉活動、母子・父子福祉活動、ボランティア
活動育成、歳末見舞金）に活用されるのをはじめ、県内の福祉施設の活動助成に配
分されます。
　これからも、本運動へのご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いします。

沖縄県共同募金会　　　　　　　
伊江村共同募金委員会　　　　　
会　長　内　間　博　昭

平成28年度 赤い羽根共同募金 実績報告平成28年度 赤い羽根共同募金 実績報告平成28年度 赤い羽根共同募金 実績報告
戸別募金　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

東江上区 ２４２件 170,800

東江前区 ２０３件 142,100

阿 良 区 １１７件 81,900

西江上区 １９９件 139,300

西江前区 １４７件 102,900

川 平 区 １９４件 135,800

真 謝 区 　４１件 28,700

西 崎 区 １４２件 99,400

計　1,285 件 計　900,900

その他の募金　　　　　　　　　　　　　　　（円）

街頭募金 3日間 55,901
設置募金 1件 3,570

計　59,471

職域募金　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

伊江村役場 （庁舎内・教委） 61,000

伊江村役場　（他出先機関） 14,500

伊江村議会 10,000

ＪＡ伊江支店 21,942

伊江中学校 8,500

老人ホーム 15,500

伊江村社会福祉協議会 8,500

計　139,942

学校募金　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

伊江小学校 30,934

西小学校 47,586

伊江中学校 39,953

計　118,473


