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令和3年6月1日

2月19日（金）津嘉山地域振興資料館にて、津嘉山地域の民生委員児童委員と高齢者サロンボランテ

イアを対象に食の学習会を開催しました。

具志準急ィゑさん（南風原町役場国保年金課：管理栄養士）は初めに、南風原町の疾患別医療費の割合

を国や県と比較し「南風原町は脳の疾患予防にも力を入れていきたいと考えております。特に脳の血管

（神経細胞）は他の神経細胞と比べて一生ものであり、それらを守るために食があります。なかでもアブラ

ナ科の野菜（菜の花、からし菜、ブロッコリー、キャベツなど）は抗酸化作用や解毒作用があり、認知症の

原因となる物質（アミロイドf3）を減らすことができると分かってきましたjと説明しました。

南風原町では現在、お弁当を作る事業所やスーパーなどを対象に学習会を聞き、お弁当はなくてはな

らないものになった今の時代に、栄養を考えた弁当作りへの意義を知ってもらう取り組みをしています。

「母体にいるときから脳の神経細胞はつくられているJr認知症の症状は20年かけて現れてくるjなどの

説明もあり、若い時から健康的な生活習慣を心掛ける意識がもっと広がるように取り組んでいきたいと

話されていました。

また、3月26日（金）には小地域福祉ネットワーク「津嘉山ていがねーの会Jの高齢者サロン利用者とボ

ランティアの交流会が行われました。令和2年度最後のサロンの日となったこの日は、三線や太鼓の音色

に合わせて歌や踊りが披露されるなど、コロナ禍でなかなかみんなで集まれない日があった中、楽しい時

間で年度を締めくくりました。
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令和3年6月1日 はえばる社協だより 第231号（2)

.舗場《⑩鶴屋郵句~••<1
【～「宮城区jと「なのはな保育園j～】

たまさまさふみ

4月13日（火）宮城構造改善センター前で、玉城雅史区長をはじめ5人の有志の方々

と、なのはな保育園4～5才の園児36人で黒糖づくりを行いました。区では毎年5月頃

に農作業の労をねぎらう「クシュタワーシ“腰休めつを行っていますが、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により中止となる中で、ぜひ何か取り組みたいとの思いのも

と、園児を招き体験をとおして交流しました。

有志の方々は朝10時から作業を開始し「子供たちが遊んでいってくれたら嬉しいJ
と園児らが到着するのを楽しみに待っている様子

でした。

時間になると参加者の室長第さんから黒糖づ ιー~~

¥ … 一一くりの過程と注意事項のお話があり圧搾機を使 rt-~·－ ~－· 
用してサトウキピの汁を絞り出す体験が始まりま ーーー ー ー ー........，........＿-r"I‘

しんしん

した。園児らはみんな興味滞々！ 「サトウキビが吸い込まれておもしろかったJ「2回も
できて楽しかったJなど、初めての体験に飛び跳ねながら満面の笑みで話してくれまし

た。

絞ったサトウキピの汁はろ過し、5時間ほど煮込みパットに移し固めたら出来上がり

です。その後出来上がった黒糖は保育園にお届けし、また、高齢者ミニデイサービスや

小地域福祉ネットワークで開催している高齢者サロンの参加者などに配布しました。

玉城区長は「おじ一、おぱーたちにとってはなつかしい昧だから喜ぶ顔が楽しみJと
笑顔で話されていました。

本会で、は、小学校区こ‘とにコミュニティソーシャルワー力一（CSW）を配置して地域で暮らす住民の方々の困り
ごとや悩みごとについて、一緒に考え、お手伝いすることで問題解決を図ります。

［どんな時に組副（＇＇t!<QVJf J 

。子育てに不安があるけど、どこに相談していいかわ

からない。

O生活費のこと、介護のこと、どんな制度・サービスが

あるのか知りたし＼0

。なかなか仕事が決まらない、仕事についても長く続

かない。 など

［どんな支提（お手伝い）ができるの？］
。専門機関・相談機関を紹介・案内して解決のお手伝

いをします。

O病院受診やハローワークなど、必要があれば同行し
て解決のお手伝いをします。

。地域の民生委員児童委員と連携して、気になる世帯

の見守り（自宅訪問など）を行います。

［身近な場所で相談できます］
安心して相談を受けることがで、きるよう、地域の公

民館・集会所で「移動相談jを開催していいます（※具

体的な日程は、本会ホームページをご確認ください）。

｜ お問い合わせ：南風原町社会福祉協議会 ｜ 
TEし（098)889・3213 I 
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第231号（3) はえばる社協だより

祉協会員（特別会員）様のご紹介
本会では、町民をはじめ事業所の皆さまからご協力をいただいた会貨を

地鳩福祉向上のための大切な財源として活用させていただいております。

本会の会員加入の趣旨や活動にご質問いただいた穆業所をシリーズで

紹介いたします。第4回目はf株式会社中央医療器j織です。

女特別会員に加入した理由

（株）中央医療器は「社員を幸せにするJrお客様を幸せにするJ「社
会を幸せにするJを経営理念に掲げており、社会福祉協議会の地域

社会づくりの活動に少しでもお役に立てればと思い加入いたしました。

＊地域とのかかわりについて

お陰様で弊社は今年で創業57年、南風原町に社屋を移し26年に

なります。

「人の役に立ち、喜ばれ、感謝される喜びを自分の幸せにする」こ

とをモットーに、日頃より地域に根差した社会活動を意識し、会社

周辺の清掃活動や、南風原町内の医療機関や南風原商工会などの

各機関で行われるイベント、学生を対象とした職種説明会を実施い

令和3年6月1日

椋式会社中央医療器機 弊社初吾被犬

代表取締役会長：照屋進－織 はなちゃん

創 業：昭和39年4月1日（創業57年）
従業員数：25名 令 和3年3月現在

事業内容：医療尊重器販売及び修理

取引商品：顕微鏡、内視鏡、レントゲン装置、

その他医療機器全般

取引尊重関：国公立施設、一般病院、その他開業医、

動物病院

たしました。これからも地域活動に積極的に協力させていただきたいと考えております。

＊会社のPR
（株）中央医療器は医療機関向けの医療機器の販売・メンテナンス、また一般のお客様向けの医療・衛生用品の

販売を主軸とした事業を行っております。弊社の経営理念を元に社員一人一人の生活を守り、積極的な社会活動を

行い、お客様、地域の皆さまに安心・安全な生活を提供したいと考えております。

また、地域医療の役割は、高齢化が進む地域社会にとってより一層重要なものになってきております。

弊社も医療にかかわる一員として、地域医療のお役に立てるよう日々精進して参ります。

～事業所～
工ナジ、ツクスポーツワールドサザンヒル様 10,000円
～戸別募金～
新川区 80世帯
宮平区 68世帯
兼城区 5世帯
～その他～

40,000円（合計実績
34,000円（合計実績
2,500円（合計実績

ユニオン津嘉山店（募金箱）
自動販売機収益

27,288円
18,205円

，，，..~~＂岨且..・E・ム

～戸別募金～

340世帯
697世帯
378世帯

170,000円）
348,500円）
189,000円）

新川区 41世帯 8,200円（合計実績 340世帯 68,000円）
宮平区 70世帯 14,000円（合計実績 720世帯 144,000円）
兼城区 5世帯 1.000円（合計実績 379世帯 75,800円）
・チャリティークリスマスコンサートは、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止しました

砂祉協会費／追加盆額忍び最終実繍 】

～戸別会費～
新川区 88世帯
宮平区 18世帯
兼城区 12世帯
～特別会費～

23,000円（合計実績
9,000円（合計実績
6,000円（合計実績

342世帯
637世帯
380世帯

171. 000円）
318,500円）
190,000円）

戸別募金
職域募金
事業所募金
学校募金
店頭募金

願期り損い鵬即蹴駐紛
その他
合計

戸 別 会 員
賛 助会員
団 体 会 員

特 別 会 員
t:訟3． 

ー__tf.i1
皇.Th-1盟
_5_2L並旦
105.588円

全乙並lE9_
1,565,500円

(3,837世帯）
(132件）
(33団体）
(351件）

計

1,918,500円
157,000円
330,000円

2,630,000円
5,035,500円

（有）アイドマ印刷様（2口）
赤嶺則勝様（1口）

10, 000円
5,000円

【～ご協力いただいた皆さまありがとうございました～】
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令和3年6月1日 はえばる社協だ、より 第231号（4)

社会福祉法人
南風原町社会福祉協議会 @≪iti)fi)@fi 

職種 給与 業務内容及び資格

日 相談員

（臨時：産休代替 若干名）
I （附） I 1,367円

相談援助業務地域福祉担当他

※社会福祉士または精神保健福祉土資格

~翠ヨ普通自動車運転免許 ID・19採用日～令和4年3月31日（更新あり）

1111・m午前8時30分～午後5時（月～金）土・日・祝日休み左記時間の内、7時間勤務

u・Im社会保険完備、有給休暇、通勤手当（片道2km以上～）、賞与

~履歴書（顔写真賠付）を郵送又は持参 E霊~南風原町社会福祉協議会（ちむぐくる館内）
Eヨ・D書類審査及び面接 ※随時選考し、決定次第募集を終了します。

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

｜こ寄附あリがとうございま凶｜
（令和3年4月1日～4月30日まで） ｜ 

［一般寄附］
ざけん

株式会社技建様より
ぎけん つはこ

4月12日（月）株式会社技建（代表取締役社長 津波古
けんU

健二）様より本会ヘ30万円の寄附がありました。支えて

くださった地域の皆さまに思返しできるよう、地域のた

めに使ってほしいとのことでした。

今回いただきましたご寄附は、子どもの貧困問題をは

じめさまざまな福祉課題に取り組む活動資金として有

効活用させていただきます。ありが、とうございます。

勺 （写真左より）
よしみ

前川｜義美南風原町

a 社協会長、（株）技
モ みつる

建津波古充専務
みちひと

取締役、津波古充仁

4常務取締役

園田 （写真左より）
"°"' まえかね

~ 南風原町社協前川

義長会長、沖縄子

育て良昂（株）代表
丹、 4、年たに古前り

d 取締役船谷香様、

曹島宗蓮ゐ様

匿名様 ・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・10,000円

印刷／（有）サン印刷 干901-1111

1τ ・5 三 日 ~正. ~ • ＇三

E圃ID7月27日（火） ！”

園 E 午後1時30分～3時30分 Lι3 
..， ちむぐくる館ホール 軍軍
園田誠実氏 四

（南部医療センター・こども医療センター）

認知症看護認定看護師

園図介護されている家族

また介護に関心のある方

EE軍書無料
E図面7月13日（火）

お問い合わせ：TEL(098)889・3502（担当：大城）｜

南風原町在宅介護支援センター（南風原町社協内）｜


