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【 ボランティアサークルを紹介します！ 】

音訳サークル「たんぽl剖（会長前田園子）は町内の目のご不自由な方に、町の身近な情報として社 ｜ぐ

協だより 「ちむぐくるJ、「広報はえばるJ、「議会だよりjをCDに音声録音して毎月お届けする活動を

しています。今年で結成 23年を迎えました。メンバーは約 30人が登録しています。

月に 1度の定例会でワイワイと原稿を分担し、音訳・編集 ・録音を経て利用者の元へCDが届けら

れます。

また、年に 1度はリスナー（利用者）さんと交流会で楽しく情報交換をしたり、チャリティー芸能公

演のアナウンスなどのボランティアも行っています。

メンバ一一問、より多くの大切な情報を届けたいと

思っています。 CDは無料でお届けしています。

ご希望の方はどうぞ町社協までお問い合わせ下さい。

いつもにぎやかな定例会 ｜ι 

割り当て原稿を音訳します

毎月希望者宅へ無料でCDをお届けしています。音訳と朗読の
違いは、写真やイラスト等の視覚から入ってくる情報を音声で

わかりやすく表現し、伝えることが
音訳には含まれます。利用希望者は

お気軽にお問い合わせください。

また現在、南風原町立中央公民館
の図書館や南風原町役場保健福祉課障がい者福祉班にも音訳CDを置いて

いますので＼お気軽にご利用ください。
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2月20日（木）午後ア時から与那覇コミュニティーセンター （以下公民館という）にて、与那覇地域福祉懇

談会を開催しました。 「与那覇地域に関して日頃感じていることJ「より良い地域にするためにjをテーマに懇

談を行いました。多くの意見が交わされ有意義な時間となりました。
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r日頃感じてl・
ll いること A・
・ふ~ ~温

。生活環境が整っている（スーパー、病院）

。子育ての世帯が住みやすい環境

。交通の便が良い

。近年、披け道としての利用で交通量が増えてる

。転入世帯が地域とコミュニケーションが取れていない

ο地域の行事に集まる人が少なくなっている • =-u 

υアパート世帯との関わり方が分からない 川吋駒内
U知らない人lこ声をかけない、かけられでも返事しない i行詰品買h
t老人会が活発で、与那覇を引っ張っているが、後継者が少ない

t地域のボランテイアのなり手不足

。転入者に字誌を配って地域を知ってもらう

。自治会加入のきっかけのため新築の家に祝い昂を

持っていく

ウ青年会を通して集まる機会を作っていきたい

。三世代交流の取り組みが大事。 PTA活動を活発に

。納涼祭を成功させたい

。夏休みの間子供たちに公民館を居場所として開放し勉強などに活用しでも

らい、若い世代に公民館利用をアピールする ~調町，m
。新川の fちゆいたしきだしき事業J（草刈りや送迎の ~昇任ずみユキャ
サポート事業）は与那覇でもできないか 同 吐 シ ぬ

社協からも事業の説明を行いました

地域のつながりってどんな事があるかなっ

こんな撃もしたいね～ ！

今回参加者からいただいた貴重なご意見を、自治会長や地域役員、民生委員、 地域住民の皆さんとともに

共有し連携しながら、より良い地域づくりに活かしていきたいと思います。

ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

今年度も地域福祉懇談会を計画しています。お気軽にご参加ください。福祉のまちづくりについて語り合

いましょう！

手話を学ぶことにより聴覚障がい者とのコミュ二ケーション及び障がい者福祉への理解を深め、手話ボ

ランティア活動の振興を図ることを目的に開催します。 .闘~ ~

·］~置語ー 町内在住または町内にお勤めの方 曹人ム ω ・可
・~~諸 手話入門

•iJ同園面・ 9月 4 日（金）～ 10月23日（金）毎週（金）（全8回）

•:r;－－苗・ 午後ア時～9 時（ 2 時間）

IL~~』冒 ちむぐくる館会議室 1 ・ 2

•t－－咽 中村成将氏（ろう者）
町通園Eヨ・10人程度

E司監謹盟国 無料（ただしテキスト代 900円＋税）

・，；E}昭~·il.ifJ. 8月21日（金）まで

本講座は 「新型コロナウイルス感染症に係る

沖縄県主催イベント等実施ガイドラインjに沿っ

て実施します。なお、感染拡大の状況によっては、

中止等の可能性もあります。内容等をご確認の

うえ、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致

します。

｛お問い合わせ］南風原町社会福祉協議会（担当：古我知、美里） TEL(098) 889-3213 
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〔緊急小口資金「時一町議金が必要な方）J
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な00 @ @ 
生計維持のための生活費として貸付を必要とする世帯

fヨ院M孝司 20万円以内（従来の10万円以内を、特に必要がある場合は20万円まで拡大）

包包回国 1年以内 <a~Ulill図 2年以内 OO@ij)fP無利子・保証人不要

※上限額緩和に伴い、すでに今回の特例貸付で緊急小口資金を信入している世帯も合計20万円までは追加で

信入が可能です。（必要書類が異なるので、希望者は一度電話でご相談ください。）

例：すでに緊急小口資金借入が10万円の方＝今 追加で10万円まで信入が可能

すでに緊急小口資金借入が20万円の方弓 追加の借入はできません

【 総合支媛資金 （生活支援費） 〕
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が

鉛＠＠
困難になっている世帯

筒臨朗読ヨ （2人以上世帯） 月20万円以内 （単身世帯） 月15万円以内 貸付期間 原則3ヶ月内

包包図因 1年以内 包包悶悶 10年以内 国＠ij)tp無利子・保証人不要

今回の特例措置では、償還時において、なお所得減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することがで、きるとされています。

｜申込みの際にご用意いただくもの 〉
とけん

＠ 住民票謄本（本籍地記載あり：世帯全員の記載のある住民票）

＠ 収入が減少したことが証明できる書類（減収前後の給与明細書、個人経営等は帳簿、日誌・日報など）

（ 

※「収入の減少状況に関する申立書Jを記入する際の資料となります。 ., c 
e運転免許証や健康保険証など本人確認書類

。 印鑑（認印可） ＠ 預金通帳（振込先口座確認のため）（※キャッシュカードでも可）

※書類等は後日提出を約する醤約書の提出に代えることができます。
※その他、必要に応じて追加で書類を求めることがございます。

※感染拡大防止の観点より、お申込みは予約制とさせていただいております。

下記問い合わせ先まで事前にご連絡ください。

南風原町社会福祉協議会南風原町字宮平697番地10 電話：（098)889-321 3 

•:m－＝・ 9月29日（火）・1民：－－苗圃 午後1時30分～3時30分 て；...：＿，.

IL~~.』冒 ちむぐくる館ホール

E主置圃措置 外閏政也氏

（豊見城中央病院認知症看護認定看護師）

圃国圃圃陪置 地域での認知症予防の

大切さについて

・］－転調 介護されている家族・

また介護に関心のある方

E選•111•オ・ 無料
m.;EJ間組閣 9月23日（水）

お問い合わせ ：TEL(098)889・3502（担当：大城、立津） 南風原町在宅介護支援センター（南風原社協内）
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｜ 南風原町祉会福祉協議会移動相談所 ｜ 

－~’h 月に 1 回、あなたの
身近な地域でf移動

可V相談所jを実施して
います！

経済的なこと、家族のこと、仕事のこと、医療費、学資資金などの信
り入れ、借金に関すること、 財産問題、法律問題、高齢者・障がい（児）
者の相談、福祉制度の利用、子どもの不登校、虐待、DV（ドメスティック・
バイオレンス）、その他、どんなことでも気軽にご相談くださし、
地域担当コミュ二ティソーシャルワー力一、ふれあい福祉相談員らが

問題解決に向けてお手伝いします。

令和2年8月～9月の相談日と場所は下衰の通りです。

相 談場所 8月 9月 時間 定例日 相 鎖場 所 8月 9月 時間 定例日

与那覇コミュニティーセンター 25日（火） 10時～12時 第4火曜日 本部公民館 27日（木） 24日（木） 14時～16跨 第4木曜日

宮城構造改善センター 12日（水） 9日（水） 10跨～12時 第2水曜日 喜屋武集落センター 12日（水） 9日（水） 10時～12時 第2水曜日

大名公民館 28日（金） 25日（金） 10時～12鰐 第4金曜日 照屋農村コミュニティーセンター 5日（水） 2日（水） 10時～12跨 第1水曜日

新川コミュニティーセンター 14日（金） 11日（金） 10時～12時 第2金曜日 津嘉山地域振興資料館 17日（月） 14日（月） 10時～120寺第2月曜日

東新川災害時避難施設 11日（火） 8日（火） 14時～16傍 第2火曜日 山川集落センター 26日（水） 23日（水） 10時～12跨 第4水曜日

なーでえらシーサー館 神里構造改善センター 26日（水） 16日（水） 13時半～15時半 第3水曜日
（宮平獅子舞伝統芸能） 21日（金） 18日（金） 14時～16傍 第3金曜日

兼本ハイツ集会所保存継承資料館 13日（木） 10日（木）14時～16時 第2木曜日

北Eハイツ集会所 13日（木） 10日（木） 14時～16時 第2木曜日 第一団地集会所 21日（金） 18日（金）140寺～16時 第3金曜日

禁城公民館 4日（火） 1日（火） 13時半～15時半第1火曜日 第二団地集会所 当分の間休み

※お住まいの字自治会以外の場所でも相談できます。※予約不要。相設は無料で、秘密は厳守いたします。

お問い合わせ：南風原町社会福祉協議会 n(098)889-3213

｜ 社会福祉法人南風原町社会福祉協議会 ｜ 

政司~《庇必司表3
職種 給与 ［資格要件］ 介護福祉士実務者研修修了者、初任

相談員（嘱託1名） （月給）200,967円 者研修修了者等

業務内容 勤務 普通自動車運転免許

相談援助業務他 午前8時30分～午後5時 ［勤務時間］ 週25時間以内で、利用者のニーズに合

※社会福祉士資格または の内7時間勤務（月～金） わせた勤務 （非常勤登録ヘルパー）
精神保健福祉士資格 土・日・祝日休み ［休 日］ 週1日程度

［資格要件l:>l'f-迎自動車運転免許、社会稲布I:I: ft絡ま ［時 給］ サービス内容により 1.050円～ 1.400円
たは相手中保他福祉士資格 （訪問件数に対して手当あり）

［期 間］ 採j日El～令キ113年3月31日（真新あり） ［雇用期間］ 採用の日から令和 3年 3月 31日まで
［待 遇］ 社会保険完備、有給休lll!i{あり、辺助手 （更新あり）

当（片道2km以上～）立与あり
［募集・受付］ 履歴書（写其貼付）、資格証（写し）を本会

［受 付］ j似歴刊：（顔写真貼付）を郵送または持参
宛てに郵送または持参

［受付場所］ 南風原II町社会楠祉協議会
（ちむぐくる古ti内） ［受付場所］ 南風原110・社会福祉協議会

［選 考］ 枯渇1審査及び面接 （ちむぐくる館内）

※｜姐II寺選考し、決定次第募集を終了します。 ｛選 考］ 書類審査及び面接

お問い合わせ：南風原町社会福祉協議会 n(098)889-3213 （担当：田場）

｜ご寄附ありがとうございました（矧2何月1日から6月30日まで）｜ ［香典返し1

［一般寄附1
・匿名様（字本部） 50,000円

・仲里美和子様（字照屋）
100,000円

（｛おかげ、さまで7周年

金苔チャリティーコンサー卜J
収益金として）

｛指定寄附］

・神里幸子様（字山JII) 50,000円

（故夫神里議撞様の香典返しとして）

・神里盛勝様（宇津嘉山） 100,000円

（故妻神里澄子横の香典返しとして）

・金城千枝子様（字照屋） 100,000円

（左より）仲里美和子機、南風原町 j i黙み押見好様の香典返しとして）

社会福祉協級会前川毅美会長 i・赤嶺美代子様（字神里） 100,000円

（故夫赤嶺幸一横の香典返しとして）
・匿名様（字津嘉山）50,000円「子ども食堂J事業へ指定寄附 jお亡くなりになられた方の御冥稲を心からお祈り申し上げます

印刷／光文堂コミュニケーションズ株式会社 干901-1111南風原町字兼城577 TEL. 098-889・1131


