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12月末現在の会 員数 611人
（男性364人・女性247人）

あけまして
おめでとう
ございます
理事長

桑 江 良 哲

新春を寿ぎ 謹んでお慶 び申し上げま す。
平成 年の輝かしく 、希望に満ち た新年を会 員並びに
センター事 業にご支援 を賜っており ます関係者 の皆様に
は、ご家族 お揃いでお迎 えできまし たことを心 からお喜
び申し上げます。
旧年中は、沖縄市当局をはじめ、関係機関や各種団体、
企業、多く の市民の方 々がシルバー 事業運営に 格別のご
理解と温か いご支援・ご 協力を賜り 厚くお礼申 し上げま
す。
さて、超 高齢者社会 が進展する社 会において 、経済の
活力を維持していくには、働く意欲をもった高齢者の方々
が、長年培 ってこられ た「知識・技 能・経験等 」を生か
しての積極的社会参加が強く求められています。
当センタ ーが益々、 充実発展して いくために は、変化
する社会情勢に対応し、時代の要請に応えるべきセンター
の基本理念 であります 「自主・自立 ・共働・共 助」の精
神を貫き、就業を基本としながら「親睦」と「地域貢献」
を図り、社 会に還元し 、意欲と健康 で元気に働 ける歓び
や生き甲斐 を共有できる 社会参加を 進めて参り たいと考
えております。
どうか、 会員の皆さん のご協力・ ご支援を賜 りますよ
うお願い申し上げます。
年頭にあ たり、会員と ご家族皆様 のご健勝・ ご多幸を
ご祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。
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〝新年を寿ぐ〟書き初め誌上展

桑江理事長が指導する書道同好会メンバーの新年の書を掲載。(作品右から）小橋川洋一さん、大盛春子さん、
具志堅米子さん、洞奥礼子さん、新垣トミ子さん、大泊春枝さん、石川静子さん、比嘉郁子さんの書。

小橋川 洋一

安慶 田中 校 地 区
地区長

上里

謙信

コ ザ 中 校地 区
地区長

「健 康 第一 に 地 区活 動
の活性化と躍進を」
会 員の 皆様 、あ けま して おめ でと うご ざい
ます。
今 年も 健康 第一 に、 皆様 のよ り一 層ご 多幸
であります様にご祈念申し上げます。
昨 年は コザ 小学 校の 草刈 り作 業や 下校 時安
全パ トロ ール 、セ ンタ ーの 行事 「シ ルバ ーの
日」 にボ ラン ティ アで パー クア ベニ ュー や胡
屋方 面の 清掃 活動 にご 参加 くだ さい まし て、
ありがとうございました。
ま た、 会員 の親 睦を 目的 にピ クニ ック （奥
武島・糸 満南部方面 ）、グラウ ンドゴルフ
（当 日台 風の ため 中止 ）、 忘年 会等 企画 致し
まし たが 、多 数の 皆さ んが ご参 加く ださ いま
して和やか にすばらしい親 睦会になり ました。
班 長会 につ いて は各 自の 仕事 の都 合に より
出席 が少 ない ため 、地 区長 自ら 各班 長宅 へ連
絡事 項を プリ ント して 報告 する 様に 致し まし
た。 ３月 には 地区 総会 があ りま すの で皆 様の
多数のご参加とご協力をお願いいたします。
本 年も 地区 活動 が益 々活 性化 し躍 進す ると
共に 、会 員皆 様の 一層 の健 康と ご多 幸を お祈
り致します。

銘苅

朝弘

越 来・宮 里中 校地区

地区長

「活 動 を 充 実 さ せ
実 り 多 い 戌 年 に」

新年明けましておめでとうございます。
越来 ・宮 里中 校地区 の会 員の 皆様に おか れ
まして は、 希望 に満ち た新 春を お迎え のこ と
とお喜び申し上げます。
昨年 は、 種々 活動実 施に 際し まし て、諸 先
輩方及 び各 地区 地区長 の皆 様方 にご支 援・ ご
協力いただき有難うございました。ボランティ
ア活動 にお いて は、昨 年よ りも 増員傾 向に あ
ります 。積 極的 にご協 力・ ご参 加いた だき 有
難うございます。
おか げを 持ち まして 、宮 里小 学校児 童会 よ
り 名の 会員 が「か んし ゃ状」 をい ただい て
おります。
この よう に種 々活動 を通 して 、当 センタ ー
の普及 啓発 促進 にも繋 がり ます ので 、会員 皆
様のご 協力 の下 、活動 を充 実さ せ実り の多 い
戊戌の 年に なり ますよ う、 鋭意 取り組 んで ま
いりたいと思います。
皆様 の益 々の ご健康 とご 活躍 を祈念 申し 上
げ、新春のご挨拶とします。
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「 会員の 融和 とコ ミュ ニ
ケーシ ョン を図 る」
会員の皆様、明けましておめでとう ござい
ます。今年も明るく希望に満ちた新年 をお迎
えのこととお喜び申し上げます。
昨年は、会員の親睦と健康増進を目 的にボ
ウリング大会、グラウンドゴルフ大会 、また
下校時安全パトロールや「シルバーの 日」の
ボランティア活動には、多くの方々のご参加・
ご協力をいただきました。ありがとう ござい
ます。
ボランティア活動はシルバー人材セ ンター
の存在を社会にアピールするための重 要な活
動でありますので、ますますの参加を 期待し
ております。
特に、下校時安 全パトロールはセ
ンターあげての最 重要課題の一つで
あり、会員皆さん の融和とコミュニ
ケーションを図り ながら楽しい活動
ができるよう取り 組んでいきたい 。
最後に、会員皆 さんのご健康とご
多幸を祈念し、新年の挨拶とします。

抱 負

平成３０年１月１日（２)
沖縄市シルバー人材センター
公益社団法人
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辰夫

11

桑江

良次

11

「会 員 間 の 交 流 と 親 睦 で
地区活動の強 化を」

年 の総会 に

名の会 員の

明けましておめでとうございます。

昨年は 、平成

８月の 北部社 会見学 と

月の グラウ ンド

出席を頂き、ありがとうございました。

46

ま したが 、北部 社会 見学は

月 に実施 し、

ゴ ルフ 大会は 、台風 接近の ため 中止と なり

10

昨年 月には、「下校時安全パトロール」

多くの会員の参加を頂きました。

11

「下校時安全パトロールと
草刈清掃作業に取り組む」
会員の皆様 、明けましておめで とうござい
ます。
昨年は、小 学校４校の下校時安 全パトロー
ルや高原小学 校での草刈清掃ボラ ンティア作
業に、多くの方々にご協力いただきました。
また、健康 増進と親睦を深める ためのボウ
リング大会や グラウンドゴルフ大 会を２回ず
つ開催し、多 くの会員の皆様に参 加いただき
ました。有難うございました。
昨年 月 には、泡瀬小学校の朝 の登校見守
りや高原小学 校の美化作業に対し て、両小学
校児童会から 感謝状をいただきま した。地区
の皆様のご協力に感謝申し上げます。
本年も昨年に引き続き、下校時安全パトロー
ルや各小学校 の草刈清掃ボランテ ィア作業に
積極的に取り組んでまいります。
なお、１月 日には新年会を開 催いたしま
す。今年の抱 負・夢を語り合いた いと思って
います。
最後に、会 員の皆様並びにご家 族のご健康
とご多幸を祈念し、新年の挨拶といたします。
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美東・東中校地区
地区長

28

「アイデアを出し合って
就 業拡大・会員拡大を」

新年の

会 員の皆 様、明 けま してお めで と
うございます。
昨 年は 、 下校 時安 全パ ト ロー ル活 動 、８ 月
には 、親 善交 流 とし てボ ウリ ング 大 会、 月
には 、山 内 小学 校児 童会 か ら下 校時 安 全パ ト
ロー ル活 動 に対 し、 感謝 状 を頂 きま し た。 会
員皆様のご協力に感謝申し上げます。
シ ルバ ー の基 本理 念で あ る自 主・ 自 立・ 共
働・ 共助 の もと 、会 員の 知 恵泉 をい か に活 用
する か、 ア イデ アを 出し 合 って 就業 拡 大、 会
員拡大を目指しましょう。
本 年も 、 下校 時ボ ラン テ ィア 活動 、 各種 ボ
ラン ティ ア 活動 に積 極的 に 参加 協力 し てい き
ます 。ま た 、２ 月に はお き なわ マラ ソ ン大 会
後の 道路 清 掃（ もも やま 通 り） に参 加 協力 を
お願い致します。
会員のご健康とご多幸をお祈り致します。

唐眞

山 内中 校 地 区
地区長

地区長

山田

浩

美 里 中 校地 区

念申し上げ、新年の挨拶といたします。

会員 皆様の ご家族 のご健 康と ご多幸 を祈

しょう。

の 連携 を密に して地 区活動 に繋 げてい きま

本年 は、会 員間の 交流と 親睦 を深め 、横

様のご協力に感謝申し上げます。

の 児童 会より 感謝状 を頂き まし た。会 員皆

の 活動 に対し て、美 原小学 校と 美里小 学校

11

（第１２９号）
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（３） 平成３０年１月１日

対応マニュアルに沿って実践

掛けることが大切と強調する

電話トレーニングする受講生。
小那覇講師。

―

12

月実 績ー

依然、減少傾向続く

11

11

第９回
理事会

99

29

第９回理事会が 月 日 、シルバーワークプ
ラザ会議室で開催された。
議案第１号「正会員の入会 」については、３
人（男性３人）が承認され、その結果 月 日
現在の会員数は６１１人（女性 ２４７人・男性
３６４人）となった。尚、 月 の退会者は３人
（女性２人・男性１人）。
平成 年 月の主な実績では 、会員数６０８
人で 人の減 （▲３％）、就業実人員 ３５８人
で 人の減（▲ ％）、就業延人員４ ０６６人
で２２３人の 減（▲５％）、配分金約 ２００６
万円で約 万 円の減（▲５％）、契約 金額約２
４９５万円で約１５０万円の減（▲６％）となっ
た。（いずれも対前年同月比）
最後に当面の日程が確認された。

・日

21

22

11

時

インフルエンザの予防接種

お済 みです か？

所

12

平成 年１月４日（木）
午前９時～
シルバーワークプラザ駐車場

「
安全祈願祭」

38

・場

11

30

「電話応対 講習会」が 月 日・ 月 １日の両 日、シルバ ーワークプ ラザ
大会議室で開催され、２日間で延べ 人が受講した。講師は、オフィス・キャ
リエール代表の小那覇りなさん。
講習会では 、接遇マ ナーの基本 から電話応 対の基礎 になる言 葉遣い、 また
電 話の特性な どについ て学んだ後 、様々な 対応事例を 参考にし ながら実 践電
話のトレーニングを行った。
小那覇講師 は「昨今 、市民の顧 客意識が 高まってい る。その ため、ち ょっ
と した対応の 不具合に より、クレ ームが発生 する可能 性がある 。感じの 良い
電 話応対、相 手にとっ て感じよい 対応とは何 か、マナ ーの基本 、電話応 対を
学び、そして現場に活かしてほしい」と説いた。

電話応対は、接遇マナーを心

平成３０年１月１日（４)
沖縄市シルバー人材センター
公益社団法人
（第１２９号）

電 話 応 対 は 接 遇マナーから
電話応対講習会を開催

11

30

13 12
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（５）平成３０年１月１日

地区
活動

公益社団法人

山内中校 地区

（第１２９号）

山内中校地区（唐眞辰夫地区長）は12月12日、「ス
ナックビーンズ」で忘年会を開催、10人が参加した。
参加会員は、お互いの近況や健康について会話を交わ
しながらカラオケで盛り上がった。

出席した高吉満弘安全委
員は挨拶後、歌も披露

倉浜衛生施設
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 会員

艶やかな衣装で優雅に“かぎ
やで風”の舞。

資源ごみの分別作業等に従事する倉浜衛生
施設リサイクルセンター会員（小橋川洋一リー
ダー）は12月16日、デイゴホテルで忘年会を
開催。各中校地区から45人が参加、年忘れと
ともに交流を深めた。

ゆく年を忘れ くる年を語る

美里中校地 区

美里中校地区（山田浩地区長）は12月16日、カ
ラオケスタジオ「スター誕生」で忘年会を開催、
18人が参加してかぎやでふーで幕開け。カラオケ
と共に“歌てぃ語らな年忘り”で会は最高潮に。

盛り上がった地区忘年会！

「地区行事 のおきなわマ ラソ
ン清掃ボラン ティア活動 への

祈念して“カンパ～イ”」

参加と下校時 ボランティ ア活

動の継続推進 協力を」と 挨拶
を述 べる 唐眞 地区 長。

呉屋南桃原班長による乾
杯の音頭「会員の健康を

三線で幕開け

沖縄市シルバー人材センター

新年会のお知らせ

月
月

日
日現在
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22

美 里中 校地 区 地区 活動 ２ 題

安慶 田中 校 地区

・日 時 平成 年１月９日（火）
６時 分～
・会 場 デイゴホテル
・会 費 女性 ２，０００円
男性 ２，５００円
・ビンゴゲームの景品お一人一品
５ ００円以内でご用意 願います。
・申込み １月６日（土）まで各班長へ

30

25 26

美 里中校 地区（ 山田 浩地区 長） は、
地区 活動の 一環と して 、下校 時の安 全
パトロールを実施している。
勤 労感謝 の日の 前日 月 日、 美里
小学 校（高 森新一 校長 ）で感 謝集会 が
開か れ、パ トロー ル隊 へ感謝 状が贈 ら
れた 。贈呈 式には 全児 童が出 席し 、高
森校 長や児 童代表 が「 私たち を見 守っ
てく れてあ りがと う」 と感謝 の言葉 を
述べ るとと もに、 山田 地区長 らに感 謝
状を手渡した。

年
年

254日

・日 時 平成 年１月 日（金）
午後６時 分～
・会 場 居酒屋「歩っぽや」
（マンタ公園近く）
・会 費 女性 ２，５００円
男性 ３，０００円
・申込み １月 日（月）まで地区長へ

美東 ・東 中 校地 区

30 30

30

15

12 11

無事故記録

平成
～

29 29

11月25日には、北部へ社会見学（ピクニック）を行い、他の地区か
ら5人の合わせて30人が参加した。午前９時にシルバーセンターを出
発、名護パイナップル園や今帰仁城跡、同資料展示館などを見学。当
地の歴史文化に触れるとともに見聞を広め、楽しい一日を過ごした。

北部へ
社 会 見学

11

美 里 小学 校 児 童会 か ら 感謝 状
パトロール隊の皆さん（写真後列右から）
宮城正勝、山田浩、浦崎武子、仲西トキさん
（写真手前）中村良勝さん

平成３０年１月１日（６)
沖縄市シルバー人材センター
公益社団法人
（第１２９号）

資 料展示館 では、往 時の生活

に 思いをは せながら 感慨深そ
うに見入る。

（７） 平成３０年１月１日

公益社団法人

沖縄市シルバー人材センター

（第１２９号）

年末恒例の草刈・清掃作業に６２人
沖縄一条 園と緑樹苑 が感謝
年末の恒例行事となった草刈班による草刈・清掃ボランティアが12月20日、「沖縄一条園」
と「緑樹苑」で行われた。この日は前日からの小雨で天候が心配されたが、ぐっと冷え込んだ
曇り空の中、６２人が参加して草刈から後片付けに至るまで約３時間にわたって作業を終えた。
両施設職員は、「毎年この時期、シルバーの皆さんに施設構内をきれいにして頂き、感謝し
ています。気持ちよく新年が迎えられる。施設入所者にも喜んで頂いています」とねぎらった。

緑 樹 苑
緑樹苑には公園草刈班第２Ｇ（新
里勝美リーダー）、又吉健二Ｇの

成リーダー）、第３Ｇ（諸喜田茂一
リーダー）の合わせて３２人が参加。

12
22

新 入会員紹介

（山内中校地区）
（美東・東中校地区）
（美東・東中校地区）

月 日 付 で３ 人（ 男 性３ 人） が 新
会員として入会しました。
地区の皆さんよろしく。

仲宗根 淳一
蔵元
眞昇
川中
秀昭

24

合わせて３０人が参加。

「刈払機取扱作業者に対する
安全衛生教育」のお知らせ

22

〝 技術・技能及び
安全面の向上を目指す

・開催日 平成 年１月 日（水）
午前９時～午後４時
・場 所 シルバーワークプラザ大会議室
・参加希 望者は１月 日（ 月）までに
事務局へお申し込みください。
・参加人 数によっては翌月 に繰越しとなる
場合が あります。予めご 了承ください。
30

沖 縄 一条 園

一条園には公園草刈班第１Ｇ（金城一

平成３０年１月１日（８)
沖縄市シルバー人材センター
公益社団法人
（第１２９号）

４日（ 水）午前９時～
安全祈 願祭
日（水）午 前 時
新会員入会説明会
日（火）午前 時
理事会
日（水）午前９時～
刈払機 取扱い作業者
に対する安全衛生教育

23

10

10

10

24

編

集

上原
東條
大城

秀雄
正躬
博

明 けまし ておめで とうござ います 。
昨年は、会員ニュース「ゆんたく」
の ご 愛読 あ りが と う ござ い まし た 。
本 年も 編 集・ 発 行 に会 員 皆様 の ご
理解とご協力をお願い致します。
さて、今年の干支は「戌（いぬ）」
干 支 同士 の 〝犬 猿 の 仲〟 と はよ く い
うけれども、ウチナーでは〝イン トゥ
マヤ ァー〟・・・ 。古 今東西、犬 にま
つ わ る話 は 尽き な い が、 安 産・ 子 だ
く さ んの 象 徴と し て 扱わ れ る。 転 じ
て 、 安寧 と 繁栄 に 満 ちた 年 にな る こ
とを祈願したい。

編 集 後 記

１月の予定

