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社協通信
社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

石垣市登野城1357-1（健康福祉センター内）

ＴＥＬ : 0980-84-2211

FAX : 0980-84-1199

Mail ： ishivc@gold.ocn.ne.jp

URL ： https://www.ishishakyo.com

石垣市社協事業紹介 ～第2弾～

生き
デイ

我が島ぬ社協通信は、赤い羽根共同募金の協力を得て発行しています。

表紙：生きがい対応型デイサービス（生きデイ）の活動の様子と素敵な笑顔

伊野田ひまわり会
川平寿会

星野かりゆし会

登野城サザン会
登野城ほがらか会

やしま会
登野城でいご会大川ゆむつ会吉原泉会

白保ゆがふ会
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生きがい対応型デイサービス（生きデイ）

今号では、石垣市 介護長寿課から委託を受け実施している

☆生きがい対応型デイサービス
☆配食サービス
☆高齢者外出支援サービスの３事業を紹介します！！

介護予防事業の一環として、６５歳以上の方を対象に、各地区で月に
１回、脳トレや軽スポーツ、作品作りなどを行っています。見学や体
験もできますので、興味がある方はお気軽にお声かけください。

新聞でも取り上げていただきました♪

【 問い合わせ先 】

石垣市社会福祉協議会 ０９８０－８４－２２１１
（担当：黒島、鈴木）

石垣市 介護長寿課 ０９８０－８２－７１５８

月 火 水 木 金

1週目 星野 磯辺 川平 大浜① 平久保

2週目 双葉 宮良 石垣 白保 伊野田

3週目 大川 吉原 三川 登野城 桴海

4週目 大浜②
AM平得
PM天川

栄 新川

地区別 生きデイ 開催日

※ 午前開催。天川地区のみ午後

毎月楽しみに
してるさー 次は何するかねー

楽しみさー
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一般の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者を対象に、車イスが
乗降可能なワゴン車を利用し、病院・公共施設への外出支援を行っており
ます。

お問い合わせは、

・石垣市市役所介護長寿課 0980-82-7158

・石垣市社会福祉協議会 0980-84-2211 まで
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高齢者外出支援サービス事業

♪月～金曜日（土日祝休み）

♪利用料…片道 250円

※ご利用の際は、介護長寿課にて登録が必要です。

ふ れ あ い ゆ い ゆ い

利用
対象者

石垣市に住所があり新川－白保地区
にお住まいで食生活に困難をきたし
ている高齢者及び障がい者世帯

身体的または精神的機能の低下によ
り自ら食事を作ることが困難な６５
歳以上で独居の高齢者世（市民税非
課税世帯）

申込先
石垣市社会福祉協議会
０９８０-８４-２２１１

石垣市介護長寿課
０９８０-８２-７１５８

配達日時
月～金曜日 昼食
午前10時～12時半の間にお届け

月～金曜日 夕食
午後３時～５時の間にお届け

利用料 １食 ５００円 １食 ３００円

毎食手作りでまーさん弁当をお家までお届けしています♪
おいしょーり♪♪

配食サービス

※その他 おかゆ、アチビ、刻み食あり（治療食ではありません）
配達時に利用者への安否確認も含まれています！！

私たちが
まごころこめて
作っています♪
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～ボランティア事業のご紹介～
社協では、ボランティアを「したい」方と
「ほしい」方をお繋ぎする、ボランティアセンター
事業を行っています。ボランティアは、楽しみだけ
でなく、人生を豊かにしたり、新たな人との出会い
の場でもあります。

・ボランティア登録受付、派遣依頼受付、マッチング
・ボランティア活動中の万が一の事故に備える
「ボランティア保険」の申請窓口
・小中学生の福祉体験の講師派遣・機材貸出
・夏休み高校生ボランティア体験の開催
・各種ボランティアの養成講座 などなど。

Q．どんなボランティアがあるの？

Q．どんなことしてるの？

ぜひ、あなたも空いた時間に〝得意なこと″や〝好きなこと″
を活かして、活動してみませんか？コロナ禍の今だからこそ
必要とされる「つながり」を、ボランティア活動を通して
一緒に広げていきませんか？
まずは登録から！気軽にお立ち寄りください♪

登録
保険
加入

活動

グラウンドゴル
フ交流会場の草
刈りのお手伝い。
(月1回程度)

待ち時間の長い
病院内での付き
添い。そばで
座ってるだけで
OK！

子ども達のパソ
コン学習のサ
ポート。
(定期)

草刈り
付き添い 学習補助

福祉体験

学校での車いす
体験や点字体験
の際の補助。
(不定期)

カラオケ
補助

視覚障がい者
同士のカラオケ
交流時の補助。
歌うの好きな方
どうですか？
（定期）

お問い合わせお待ちしております
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令和2年度 募金額 1,710,517円

皆様から頂いた歳末たすけあい募金は、石垣市
社会福祉協議会より民生委員に手渡され、民生
委員等が支援を必要とする世帯へ配布いたします。
今年度は12月21日(月)に交付式が行われ、
1,498,000円お渡しすることができました。ご協
力いただいた皆様、ありがとうございました。

ご寄付・ご寄贈ありがとうございました！！
（令和２年11月～令和3年2月）

会員区分 年会費 対象

普通会員 1人 500円 各職場・官公庁等の職員（個人）

賛助会員 1人 1,000円 民生児童委員、社会福祉事業従事者等（個人）

特別会員 1口 3,000円
社協役職員、社会福祉関係機関（事業所）
団体、篤志家、医療機関、企業 等

施設会員 1施設 5,000円
社会福祉施設等
（高齢者・児童・障がい者福祉施設等）

戸別会員 1世帯 500円 石垣市の各世帯

【 寄付 】 ・しま馬会 様 ・八重山民俗舞踊保存会 様
・真如苑 沖縄支部 様 ・南海山桃林寺花園会 様
・二五トラの会 様 ・八重山電気工事業協同組合 様
・石黒達也税理士事務所 石黒達也 様
・華千の会 與那國久枝こっこーまやいまっ子おどり教室 様
・セブンスデーアドベンチスト八重山 キリスト協会 様

【 香典返し 】 ・上原内科医院 上原 秀政様 ※順不同

石社協からのお知らせ

石垣市社会福祉協議会では、誰もが安心して生活できる福祉のまちづくりを
目指し、地域住民の参画のもと、高齢者や児童、障がい者、生活困窮世帯等を
対象にさまざまな活動を推進しています。社協が推進する地域活動は、石垣市
の福祉を支える皆さんの貴重な会費によって支えられています。誰もが安心し
て生活できる石垣市にするためにも、皆さんの善意をお待ちしています。

歳末たすけあい募金活動を行いました
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吉原小学校

登野城小学校
宮良小学校

石垣小学校

大浜小学校

～ たくさんの善意を

伊原間中学校

石垣中学校

富野小中学校

崎枝小中学校

他、明石小学校、海星学園小学校、名蔵小中学校、真喜良小学校
石垣第二中学校、大浜中学校、白保中学校

川平小中学校

大本小学校
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ご協力ありがとう
ございました

いただきました ～

野底小学校
八島小学校

平真小学校白保小学校

新川小学校

今年初めて、高校生にもご協力いただきました！

八重山農林高校八重山商工高校八重山高校

伊野田小学校

川原小学校
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備えよう！救急医療情報  
緊急時に必要な情報をキットに入れ冷蔵庫に保管！ 

迅速な救急活動に役立ててもらおう！ 

救急医療情報キットとは 
自分の 
①かかりつけ医 ②飲んでいるお薬 ③緊急連絡先 

などの情報を万が一に備えて予め準備しておきます。 

配布対象者 

石垣市内に住所を有している次のいずれかに該当する方。 
①健康上不安を抱える方（高齢者、障がい者など）。 

②その他、本会長が必要と認める方。 
 

①119 番通報 ②救急隊到着 

  

③キット確認 ④搬送 

 

 

 

配布先・お問い合わせ先 

 
TEL:0980-84-2211 FAX:0980-84-1199 

キットから連絡先 

情報用紙を確認 

 


