市 への 贈呈 式

完成 で会員を
ねぎらう又吉さん

出 来上 がり！

シルバー人材センターの理念

自

主

自分のものとして考え

共

働

一緒になって働き

自

立

自分たちの力で育てる

共

助

お互いに助け合う

〝美 ら 島 沖 縄 総 体 ２ ０ １ ０ 〟 を 応援
︽花いっぱい︾で大会盛り上げへ！

70

〝美ら島沖 縄総体２０ １０″が７月 日︵水 ︶から県 内で開催さ れる事から ︑全国一 巡締め括り とな
る今大会の 成功と︑全 国各都道府 県から来沖 する選手 ・役員を歓 迎しようと 沖縄市シ ルバー人材 セン
ターでは︑ボランティアによる﹁花いっぱい運動﹂をスタートさせました︒七夕祭りの７月７日︵水︶︑
美里公園に は朝早くから 会員を始め ︑市の関係 者や公園管 理職員︑ センター 役職員等総 勢約 人 余が
参加︑１７ ５鉢のプラ ンターに︿ ブルーサル ビア﹀︿千 日紅﹀︿ トレニア﹀ ︿メラン ポジウム﹀ ︿ジ
ニア﹀︿松 葉ボタン﹀ の鉢を次々 に完成させ ︑早速市 内の目抜き 通りや公園 に運ばれ て行きまし た︒
︵６面に関連︶
「全国の選手たちを暖かく
迎えたい 」と挨拶する
嘉陽理事長
植付け指導員（左から）
又吉 綱一さん・儀間 泰夫さん・
金良 武夫さん・金城 米男さん

28

ボランティア会員
や役職員等約７０
人で１７５鉢のプ
ランターに６種の
花を咲かせました

（１）
平成２２年８月５日
（第４０号）
（社）沖縄市シルバー人材センター

社団法人沖縄市シルバー人材センター

〈 発 行所 〉

〒904-2155 沖縄市美原 3 丁目 1番 1号

電話番号（ 09 8） 9 29 -1 36 1

http://www.okinawasisi.com

７月末日現在の会員数747人
（男性 422人・女 性325人）

16

16

22

自ら高い所を体験する
平良常務

︻適正就業チェック項目︼
１︑高齢者にふさわしいと判断される作業
である︒︵危険︑有害︑高所︶
２︑発注者の指揮・命令を受けずに独立し
て作業を行っている︒
３︑発注者の雇用する労働者と混在︵共同︶
して就業していない︒
４︑発注者が会員の選定・配置・交代に関
与したり︑タイムカードによる管理を
行っていない︒

沖縄市体育協会にて

現場での安全確認をチェックする
倉浜衛生施設（写真右）とマンタ公園

理事会開催

議題では︑
第５回
第１ 号議 案﹁ 正会 員 の承 認﹂ では ︑７ 月入
会者 人︵ 女性８人・男性 人︶が承認され︑
理事 全員 で〝 就業 現場 確認 ″
その 結果７月 日現在の会員数 は７４７人
去る７ 月 日︵金 ︶︑シ ルバ ーワー クプラ ︵ 女性 ３２ ５人 ・男 性 ４２ ２人 ︶と なり ︑新
ザ 会議室 に於い て︑ 第５回 理事会 が開 催され 年度４月以降４ヶ月連続の純増となった︒
第２ 号議 案﹁ 〝シ ルバ ー フェ ア〟 ︵仮 称︶
ま した︒ 特に 今回は ︑理事 会とし ては 初めて
準備委員会設置要領﹂について承認された︒
の 〝就業 現場 確認及 び激励 ″が行 われ た︒
最後に当面の日程が確認された︒
︵詳細後述︶
﹁今月は〝安全・適正就業強化月間〟として︑
＝ 就業現場確認及び激励 ＝
会員全員が事故防止に努めているところです︒
全 理事 ・事 務局 から 人 参加
理 事会と しても 昨年の 事故多 発︵ 年間で 件
この日参 加した︑ 人は３班編成で 各班リー
発 生︶と いう 汚名を 返上す べく︑ 〝全 理事に
ダーには安全就業委員会のメンバーが勤めた︒
よる就業現場確認及び激励〟を実施します︒
安全確 認とい う観 点から ︑発注 者様 への挨 第１ 班︵ リー ダー ・楢原 教 宏︶ ８人 は︑ 株式
会社 桃 原農園︵沖縄県総合運動公園 ︑)中城湾
拶 ︑趣旨 説明 を行い 満足度 ︑ご要 望な ど伺い
港建設事務所︑黒潮公園︑マンタ公園︒
事 故防止 策の参 考に したい ﹂︒と の嘉 陽理事
第２班 ︵リー ダー・ 島袋 哲行︶ ８人 は倉浜
長の挨拶があった︒
衛生施設︑倉敷ダム︑倉敷環境︒
その後 理事会 は午 後１時 まで休 憩に 入り︑
第３班 ︵リー ダー・ 徳永 軍一︶ ８人 は市役
直ちに全理事が就業現場の巡回に出発した︒
所本庁契約管財課︑沖縄こどもの国︑沖縄
午後の 再開は ︑巡 回報告 が行わ れた 後︑本
市体育協会をそれぞれ巡回訪問︑以下の安
題に戻った︒
全就業チェック項目︑適正就業チェック項
報告事 項では ︑ 年度 ６月の 事業実 績と経
目に基づいて現場ごとの確認を行なった︒
過報告が行われた︒
﹃ ゆんた くまち や﹄の 新事 業とし て６月 日
︻安全就業チェック項目︼
ス タート した 〝ヘル シー弁 当〟 新発売 につい
１︑朝のミーティングは行われているか︒
ては︑当初の目標数には及ばなかったものの︑
２︑就業に適した服装か︒
７ 月に入 り徐々 に注 文数は 増えて おり ます︒
３︑安全ヘルメットは着用しているか︒
特 に各地 区イベ ント の際の 注文も 増え つつあ
４︑安全チョッキは着用しているか
りますが︑尚一層のＰＲも必要と思われます︒
５︑安全ワッペンは着用しているか︒

安全確認を訴える
嘉陽理事長

「シルバーらしくない？
若々しい方が多くて驚い
ています」と話す県総合
運動公園管理事務所、吉
田副所長と識名副理事長

（２）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター
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19

16

24

11

24

安 全 標 語 最 優 秀 賞

工藤

冨村

徳永

比嘉

恒吉

源河

賢次

朝盛

軍一

榮徳

正明

朝栄

仲宗 根正 英

・あなたの目配り 思いやり
友の安全 願いつつ

穣

もう一度

美東・東中校地区・玉城テル子

・声出して
安全確認

コザ中校地区・田中

安全就業宣言

私た ちは︑シ ルバー人 材センタ ーの会員 として︑
就業を 通して生 きがいの 創出や地 域社会に 貢献する
ことを目的としている︒
特に ︑﹁安全 就業﹂は 何より優 先すべき ものであ
ります ︒ところ が︑本セ ンターの 就業事故 は︑平成
年 度に４件 であった もの
が︑平 成 年 度が８件 ︑平
成 年度が 件と倍 々増の
状況に あり︑ 県内セン ター
で最も 多い発生 件数と なっ
ている︒
事故 の状況分 析の結 果︑
そのほ とんど が防止で きる
もので あるこ とが判明 して
いる︒事故を防止するには︑
作業開始前に︑①安全マニュ
アルを 確認する こと︑ ②安
全手順を守ることにある︒
就業 事故が多 発してい ることは ︑センタ ーの信頼
を失い︑就業の機会を失うことにもなりかねません︒
この 厳しい社 会・経済 状況の中 ︑私たち は︑今こ
そ会員 一人ひと りが自己 の責任で ︑安全就 業を徹底
実践し ︑地域社 会から信 頼される シルバー 人材セン
ターを築くことを本大会において宣言する︒
平成 年７月 日
安全・適正就業推進大会
16

20

22

﹁ ひやりとした
あの体験を 今生かせ ﹂

28

︽ 安 全 標 語 優 秀 賞︾

リストが経験に基ずき検証
し、事故撲滅を訴えた。

19

21

＝ 越来 ・宮里 中校 地区 ・徳 永 軍 一＝

日〟 と し︑ 一人 ひ とり の 健康 ・安
全チ ェ ック を強 化 し︑ 事 故防 止の

昨年発生の事故を、各パネ

沖縄 市シル バー 人材セ ンター では︑ 去る ７月
日︵ 水︶︑ ﹁安 全・適 正就業 推進大 会﹂ を開催 し
まし た︒安 全月間 中の取 組み の一環 とし て行わ れ
たも ので︑ 会員２ ０８人 が参 加︒特 に今 回は昨 年
の事 故件数 ワース トを記 録し ている だけに ︑参 加
者は全員真剣な眼差しで聞き入っていました︒
﹁〝自分 の安全は自分 で守る〟
という事を もう一度 全員が強く
認識して︑ 事故のな い明るいセ

件︶ ︑ 刈払 機 関連 が６

件は ︑ 物損 事 故が 全体

嘉 陽榮 憲 理 事長

と挨 拶︒

ンターを作 っていきま しょう﹂

％︵

﹁昨 年 の
の

12 16

件︒ 今後 毎週 月曜日 を〝 安全 就業

75

意識 高揚 を図 って 頂き たい ﹂︒
楢 原教 宏
安全 就業 委員 長

28

・

適正 就業推 進大会 開催
安全

（３）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

コザ中校地区

入賞者は以下の通り︒
○ こしひ かり獲得＝ 宮里 ケイ 子さん︑
仲宗根 正 英さん︑比 嘉 英夫さん ︑松
江 義男さん
○ 扇風機 獲得＝栄野 川 ハツさ ん︑久場
キクさん︑島袋 信子さん︑浜川 久さん
○ その他 全員に参加 賞︵ラー メンでした ︶

参加者は豪華賞品を狙って
闘志満々！

賞品の山々は誰の手へ！

〝 グラ ン ドゴ ルフ 大 会〟 開催

珍プレー？

ナイスショット！？
見事 ホールインワン達成！
西村 弘さん（写真右）と
島袋 清晴さん

美東・東中校地区

31

優勝 田中 キヨさん
２位 玉城 テル子さん
３位 大嶺 綾子さん

28

〝 グラ ンド ゴ ルフ 大会 〟 開催

ゲームで心地よい汗をかいた出場オールスター

美東 ・東 中校 地区 ︵地 区長 ・ 玉城 テ ル子 ︶
では ︑去る７月 ７日︵水 ︶県総合 運動公園 ︑森
の広 場に於いて グランド ゴルフ大 会を開催 しま
し た︒ 全員 が宮 里 藍を イメ ー ジし ての ゲー ム
でしたが現実は大変厳しい結果となりました︒
ゲ ーム終了後 は﹃ゆん たくまち や﹄特製 のス
ペシ ャル弁当に 参加者 人全員が 納得︑﹁ こん
な日 は毎日あっ てもいい ねー﹂と の声が飛 び交
い︑楽しい一日を過ごす事が出来ました︒

あ ん な い

優勝 島袋 清晴さん
２位 西村 弘さん
３位 島袋 政男さん

コザ 中校地 区︵ 地区長 ・松江 義男 ︶で は︑去
る７月 日︵日︶沖縄 市八重島公園に於いて︑グ
ランドゴルフ大会を開催しました︒
この日は︑参加者 人全員で﹃ゆんたくまちや﹄
で腹ごしらえ︑スタミナを蓄え大会に備えた︒
食事中も気持ちは八重島︒ 一服する間もなく足早
に会場へ向かった︒
スタートするなり珍プレ ー︑好プレーが続出︑
楽しい親睦会となりました︒
18

平成２２年８月５日（４）
（社）沖縄市シルバー人材センター

地 区 活 動

﹃ゆんたくまちや﹄

〝ぶどう〟のコサージュ作りへ！

12 15

あげだ児童館のこ ども達と手工芸同好会によ
る〝七夕飾り〟作りが︑ 去る６月 日︵土︶あ
げだ児童館で行われ ました︒おおぜいのこども
達が夢をいっぱい乗せた飾りを竹の枝につけて︑
﹁天の川に届け﹂
と ばか り声 高
ら かに七 夕の
歌を 合唱 して
いました︒

〝 七夕飾 り〟
あ げだ児 童館 と手 工芸 同好 会で ！

30

山内中校地区

〝人生は一人で は生きにくい︑しかし誰か
がそばにいて︑ しかも手作業しながお話を
することによっ て心が和む︒そしてお友達
がふえ︑次に何 をしようかと夢が膨らむ〟
手工芸同好会︵会 長・伊波かをる︶では︑
ぶどうのコサージュ作り講習会を開催します︒
記
・日 時 平成 年８月 日︵日︶
午前 時 分〜 時
・場 所 ﹃ゆんたくまちや﹄
・材料費 ５００円
・定 員 十五名
・担 当 渡慶次 恵美子
御申込 ゆんたくまちや ９９５ ８-４２３

22

10

﹁あげだ児童館との交流会﹂
開催のお知らせ

11

昨年賑やかに開催の
「交流会」風景

26

﹁き ずなダ ンスエ コク ラブ ﹂︵あ げだ 児
童館のこども達︶と﹁シルバーエンジェル﹂
︵ 手工芸同好会＝会長・伊波 かをる︶と
の交流会が︑昨年に続き﹃ゆんたくまちや﹄
ギャ ラリー で開 催する 事が 決まり まし た︒
両者の お付 き合 いも３ 年目 を迎え ︑ま す
ます異 年齢 ・世 代間交 流が 深まり ︑お 互
い貴重 な体 験を 積み重 ねて 参りま した ︒
今回も 〝あ げだ 児童館 のこ ども達 〟と 当
会員が 一堂 に会 して楽 しい ひと時 を過 ご
したいと思います︒
会員 の 皆さ んの 〝 昔 の 遊 び 〟を 子ど も 達
に教え て上 げて くださ い︒ そして こど も
達から 元気 なエ ネルギ ーを 吸収し て頂 け
たら・・・︒
＊﹁交流会﹂開催日は
平成 年８月 日︵水︶午後２時〜
22

〝 グラ ン ドゴ ルフ 大 会〟 開催

優勝した仲間トヨさん（写真右）
と玉城輝之さん

山内中校地区︵地区長・比嘉 榮徳︶
では ︑ 去る ７ 月４ 日 ︵日 ︶ 沖 縄市 八
重島 公 園に 於 いて ︑ グ ラン ド ゴル フ
大会を開催しました︒
プ レ ー開 始前 に 参加 者 人 全員 で
﹃ゆ ん たく ま ちや ﹄ 特製 シ ルバ ー 弁
当で 活 力補 給 ︒ホ ー ル イン ワ ンは ４
人︵ 仲 間ト ヨ さん ︑ 當山 繁 正さ ん ︑
島袋 松 一さ ん ︑玉 城 輝之 さ ん︶ が 見
事達成しました︒
上位入賞者は以下の通り︒
○ 優勝︵女 性・仲間トヨさん︑男性 ・玉城輝
之さん︶
○ ２位︵女 性・宮城ヒサ子さん︑男 性・當山
繁正さん︶
○ ３位︵女 性・比嘉廣子さん︑男性 ・新里秀
光さん︶
39

（５）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

28

70

人

中城港新港地区
清掃ボランティア

会員の広場

で い ご

・繊 細 な る機 能 秘 めたるパソコンの
画 像 の変 化 必 死 に追 いゆく

・触 れるのも恐 怖 だったパソコンに
気 付 かぬう ち にはま ってし ま い

・カレンダー季 節 の花 々 取 り 込 んで
友 を 招 いてみやげに配 る

・カレンダー
孫 の写 真 を入 れて楽 し む

受講生作品

同 期 生 「デジカメ＆応用講座」
夢中になった作品作り
2010年6月

﹁コザ運動公園﹂へ

体育館前に集結した会員は約70人

〝美ら島沖縄総体２０１０〟を応援

16

沖縄 の世 界 に誇 れる 青い 海︑
青い空︒この自然環境を永遠
に 守ろ うと〝 我し た ちゅ ら海
幾世までぃん 〟を合言葉に
毎年１回県下一斉清掃が行われています︒
中城 湾港 建設事 務所 でも ︑去 る７ 月 日
︵ 金︶ ︑地 元企 業及 び新 港地 区に かかわ り
の ある 方た ちの ボラ ンテ ィア による クリ ー
ンアップ作戦︵清掃︶が展開されました︒
当セ ンタ ーか らも 草刈 班を 中心に ︑多 数
の会員が参加しました︒
ダン プ数 台分 のチ リが 集めら れ︑ 周辺 は
た ちま ちク リー ンと なり ︑心 地良 い汗を 流
し まし た︒ 参加 され た会 員の 皆さん 大変 お
疲れさまでした︒

受講生の感想を短歌に！

70
10

沖縄で初めて開 催される〝高校 生の祭典・
美ら島総体〟を 成功させようと︑ 沖縄市シル
バー人材センター は開幕︵７月 日︶二日前
にあたる 日︵月 ︶︑会員約 人がコザ運動
公園内の清掃ボランティ アを実施しました︒
開始に先立ち︑ 沖縄市体育協会 長・翁長良
成氏が﹁全国から選 手団︑役員︑応 援団約
万人が来沖する中︑
大会 成功に 協力頂
き大 変感謝 してい
ます ﹂と挨 拶があ
り︑ 注意事 項確認
の後 グルー プに分
かれ ︑早速 作業に
取りかかった︒

お礼 の言 葉を 述べ る
沖縄 市体 育協 会長
翁長 良成 氏︵ 写真 左︶
と高 校推 進課 長大 城実 氏

「まるごと沖縄クリーンビーチin中城湾港」
に 当センター会員も大勢参加しました

26

（６）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

就業現場めぐり
﹁ 我が 子と 同じで すよ ！﹂
と 今 日も 手 入れ に 余念 が あり ま せん ︒

日︵ 火︶ 午前 時〜
新入会員説明会
日︵ 月︶ 午前 時
理事会
日︵ 水 ) 午前 ９時 〜
刈払機取扱い講習会

開催日・平成 年８月 日︵水︶
午前 時〜 時
場 所・シルバーワークプラザ
大会議室
草刈実施場所 倉敷ダム︵予定︶
● 参 加者が少ない場合 には︑翌月合 同
開催になります︒
※ 電話での受付は出来ません︒

〝 技術・技能の向上を目的に 〟

刈 払機 取扱講 習会 のお知らせ

８月の予定

﹁市役所本庁・花卉﹂
就 業グ ルー プ

７月の新入会員紹介
７ 月は ︑女 性８ 人・男 性 人 合計 人の
方 が新 会員 とし て入 会致 しま した ︒
各地区の皆さんよろしく︒

10

25

︻コザ中校地区︼
︻安慶田中校地区︼
・銘苅
美代子
・安富
静子
・松田
キヨ子
・普久原 朝安
・喜友名 静子
・国仲
富吉
・町田
宗一

10

12

今 月は ︑﹁ 市役 所本 庁・ 花卉 樹木 維持 管
理﹂︵リー ダー・又吉 綱一︶就業グ ループ
を紹 介し ます ︒５ 人の 会員 が︑ 月曜 日か ら
土曜日１人〜２人が就業しています︒
毎 月の 主要 テー マを 決め ︑大 切に 育て て
いま す︒ 特に ７月 〜９ 月の 暑さ 対策 は気 を
抜け ませ ん︒ 〝い つも 花が 咲い てい る〟 環
境を 心が け︑ 市役 所を 訪れ るお 客様 が楽 し
んでくれる事が私達の生きがいです︒
朝 のウ ォー キン グの お客 様か らは ︑﹁ い
つも気持ちよく利用させて 頂いています﹂︒
又﹁ 家で はう まく 咲か ない のよ ﹂に は︑ 土
のリサイクルを教えてあげたり・・・︒
お 花の 話題 で︑ 市民 の方 々と の交 流を 結
構楽しんでいます︒

又吉 綱一
瑞 慶山 良初

金良 武夫
金城 米男
儀間 泰夫

10

9
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・嵩原
富夫
︻美里中校地区︼
・西平
仁
・比嘉
郁
・新垣
健勇
・仲真
敏子
・呉屋
ハツ子
︻美東・東中校地区︼
・栄野比 安祐
︻越来・宮里中校地区︼
・島袋
豊徳
・仲本
節子
・知花
宏和
・吉田
章
・桑江
良哲

16

25
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（７）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

︽センターの主な就業内容︾
植木の 手入れ︑除 草︑草刈 ︑施設管 理業
務︑大工 ︑左官︑ペ ンキ塗り ︑福祉・ 家事
援助︑電 話受付︑宛 名書き︑ 賞状書き など
いろんな 軽作業をし ています ︒詳細は ︑セ
ンターまでご連絡下さい︒
︵土・日・祝祭日は休み︶

◎ ﹁調査員募集﹂のお知らせ

健康づくりに！生きがいづくりに
沖 縄市シル バー人 材センタ ーでは ︑沖縄市 が
行う 〝防火・ 安全対 策等普及 啓発事 業〟の受 託
に伴い︑調査員を募集します︒
記
・業務内 容 住宅 用火災報 知機を 設置して い
るか確認 し︑未 設置世帯 に対し て設置義 務
についての説明及び啓発チラシの配布等︒
・募集人員 二十四名
・申込締切 平成 年８月 日︵水︶
・詳 細は セン タ ー︵ 担当 諸
: 喜 田︶ まで
お問い合わせ下さい︒
電話 ９２９︱１３６１
22
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事務局だより
▼ ﹁ 安全 就業 標語 ﹂に
応 募総 数 点

35

応募作品を慎重に審査

７月 の〝 安全 ・適 正就 業強 化月 間
〟 取り 組み の一 環と して ︑﹁ 安全 就
業 標語 ﹂を 募集 して おり まし たが ︑
日 の締め 切り まで に６ 人の 会員 か
ら︑ 点の応募が寄せられました︒
三役 及び ︑総 務・ 広報 ︑就 業︑ 福
祉 ・家 事︑ 安全 就業 の各 委員 会委 員
長 によ る審 査会 が開 かれ ︑慎 重な 選
考 の結 果︑ 最優 秀賞 １点 ︑優 秀賞 ２
点 が決ま り︑ 去る ７月 日︵ 水︶ 開
催 され た〝 安全 ・適 正就 業推 進大 会
〟 の席 上で 発表 され まし た︒ 入賞 者
に はそ れぞ れ︑ 嘉陽 理事 長よ り賞 状
と副賞が手渡されました︒
︵入賞作品は３面に掲載︶
応募 頂い た会 員の 皆さ ん︑ ご協 力
あ りが とう
ご ざい まし
た ︒今 年こ
そ 会員 全員
で 事故 撲滅
を 目指 しま
しょう︒
20

35
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（８）
平成２２年８月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

編 集 後 記

平良
崎浜
田中

睦秀

正吉
和秀
穰

８月の大きな行事と言えば盆︒
お盆の正式名称は﹁盂蘭盆会﹂︵うら
ぼんえ︶︑ご先祖様の精霊を迎え追善
の供養をする期間を言います︒時期に
ついては︑７月︑地方によっては︑８
月又旧歴で行う所とまちまちです︒行
事もそれぞれの土地の伝統と文化を引
き継いでいます︒先祖の精霊の為に踊
る〝盆踊り〟もその一つですが︑同時
に私たち生きている者の楽しみの一つ
であり︑喜びの表現でもあります︒
初めて沖縄で開催される〝美ら島沖縄
総体２０１０〟︑毎年ドラマを演じて
くれる〝甲子園球児〟︵８月７日開幕︶︒
若人の躍動感あふれる︑大汗をかいて
のプレーに一喜一憂しハラハラさせて
くれます︒そんな若い力を吸収しなが
ら︑暑い夏を︑のんびり楽しみながら
過ごすのも長寿の秘訣かも知れません︒

編

仲村

集

写 真 協力

