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

年度 通常総会〟 開催

22

23

︵ ２．３．４．５ 面 に関 連︶

総 会は午後２ 時に開会さ れ︑嘉陽 理事
長の 挨拶︑来賓 の方々の祝 辞に続き︑ 出
席会 員の中から コザ中校地 区の仲宗 根正
英さ んが議長に 選ばれ︑総 会定足数 ６１
４人 ︵出席者数 ２６７人︑ 委任状提 出者
数３ ４７人︶を 確認後︑審 議に入り まし
た︒
第１号議案︑平成 年度 事業報告
第２号議案︑同 収支決算報告
︵監査報告︶
第３号議案︑公益社団法人への移行
について
第４号議案︑定款の変更について
第 ５号議案︑ 公益社団法 人当初の 役
員について
第 ６号議案︑ 会員会費規 程につい て
第 ７号議案︑ 役員の報酬 及び費用 に
関する規程について
第８号議案︑理事会に対する権限委譲
が審 議され︑全 て原案通り 承認され まし
た︒
第 ２部懇親会 では︑三線 同好会・ 琉舞
同好 会による﹁ かぎやで風 ﹂で幕開け ︑
理事 長挨拶︑乾 杯の後琉球 民謡〝安 里屋
ユンタ〟〝めでたい節〟等が披露された︒
最後は〝カチャーシー〟で締めくくり︒
仲宗根 正英 議長

〝 平成

30

平成 年度︵社︶沖縄市シルバー 人材セ
ンター通常総会が５月 日︵月︶︑ 沖縄市
農民研修センターで開催されました︒
23

来賓 祝辞

榮憲
嘉陽
様
芳敬
島袋
様
弘
仲宗根

理事長
沖縄市副市長
沖縄市議会議長

沖縄県シルバー人材
センター連合会長
名嘉元 甚勝 様

（第５０号） 平成２３年６月５日（１）
（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

５月末現在の会員数794人
（男性 451人・女 性343人）

活発な議論を期待！

﹁通常総会﹂理事長挨拶要旨

47

平成 年度総 会を開 催す るにあ たり ︑ご挨
拶を申し上げます︒
本日 は︑ ご多忙 のと ころ ご臨席 いた だきま
した沖 縄市 長東門 美津 子様︑ 沖縄 市議 会議長
仲宗根 弘様 ︑沖縄 県シ ルバー 人材 セン ター連
合会長 名嘉 元甚勝 様は じめ︑ 各拠 点セ ンター
の役職員の皆様にお礼を申し上げます︒
去る ３月 日 に発生 した 東日本 大震 災は︑
大地震︑大津波に福島第一原発危機が加わり︑
死者・ 行方 不明者 ２万 ７００ ０人 余と なり︑
避難生 活者 も十数 万人 と未 曾有の 大災 害をも
たらし てい ます︒ 当セ ンター もい ち早 く義援
金募集 に取 り組み ︑日 本赤 十字社 と全 シ協に
合計 万 ８４４ ７円を 送付 いたし まし た︒皆
さんのご協力に心から感謝申し上げます︒
なお︑ 今後 とも可 能な 限り の支援 をし ていか
なければなりません︒
さて ︑昨 年度は ︑会 員の 皆さん が知 識や経
験を活 かし ︑誠意 ある 丁寧な 就業 そし て︑行
政︑民 間会 社︑市 民の 皆様の 御理 解に より︑
契約金 額３ 億６千 ２百 万円 と大き な成 果を上
げることができました︒
また ︑各 中校地 区に おいて は︑ 会員 自ら考
え︑ボランティア活動や各種の活動を展開し︑
センタ ー事 業の推 進に ご協 力いた だい ている
ところです︒
なお︑昨年４月から設置した就業相談︵ 毎

平成２３年６月５日（２）
（社）沖縄市シルバー人材センター
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週月 ︑水曜 日︶ には︑ ２５ ２人 の方が お見 え
にな り︑就 業︑ 入会 相談や 就業 現場に おけ る
相談 などそ の内 容も種 々あ り︑ 相談業 務の 重
要性を再認識したところです︒
厨 房を活 用し た弁 当販売 も調 理内容 の工 夫
によ り︑会 員の 就業現 場︑ 行政 ︑近隣 の事 業
所のご協力を得て順調に推移しています︒
都 市公園 管理 業務は ︑公 園管 理事務 所の 職
員の 努力と 会員 の経験 や技 術を 活用し たサ ー
ビ スの向 上︑効率 的
な 管理運 営に努め て
き たとこ ろです︒ な
お ︑今年 度は指定 期
間 ３年目 の最終年 度
に あたり ︑再指定 に
向 けて準 備をすす め
てまいります︒
﹁ ゆんた くまちや ﹂
に ついて は︑きび し
い 運営状 況の中︑ 今
年度 で国の 補助 金が終 了す ること から ︑﹁ ゆ
んた くまち や﹂ 再生特 別委 員会 を設置 し︑ こ
れま での事 業内 容を検 証し ︑現 状維持 では な
く﹁ 新たな 発想 に基づ く再 生計 画策定 ﹂の 作
業を開始したところです︒
と ころで ︑前﹁ 中期 事業計 画﹂ は︑ 平成
年度 で終了 とな ること から︑ 平成 年度か ら
始ま る﹁中 期事 業計画 ﹂を 策定 し︑理 事会 で
決定 しまし たの で︑ 会員の 皆さ んに配 布致 し
ます︒
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本日 の総会では︑平成 年度 事業・決算報告
に加え て︑新公益法人の施行に ともない︑公益
社団法 人へ移行するための定款 ︑規程等の改正
を提案 しています︒本総会で諸 議案が承認され
た後︑７月頃から移行申請を開始する予定です︒
認定さ れれば平成 年４月１日 からは新法に基
づく公 益社団法人としての新た な出発となりま
す︒
３月 総会でも申し上げました が︑新公益法人
制度で は︑事業運営の透明性︵ 情報公開︶︑法
令遵守 ︑自己責任の構築が求め られています︒
当然の ことですが︑①事業活動 の内容を地域に
公開す ること︑②法律︑規程等 をしっかり守る
こと︑ ③会員自ら責任を持って 事業経営をする
ことです︒
その ためには︑会員︑役員︑ 事務局職員がそ
れぞれ の役割を認識し︑責任を 持って職務を遂
行することです︒
公益 社団法人として地域に貢 献するシルバー
人材セ ンターをめざして共に頑 張ろうではあり
ませんか︒

24
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平 成 年度 〜平 成 年 度ま での 前中 期
事業 ５ヶ 年計 画は ︑大 き な成 果を 残し 平
成 年３月末で到達期間となりました︒
急 速に 進展 する 超高 齢 社会 の中 で︑ 生
きが いを 創出 し地 域の 活 性化 に貢 献す る
事業 の更 なる 発展 を目 指し ︑ 新﹁ 中期 事
業計画﹂を策定しました︒
18
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〜 地域に貢献するセンターをめざして 〜
二︑具体的内容・方策

① 高齢 者の就業 機会の 拡大・ 安定を 図
り︑健 康の維持 ︑経済 環境の 良化に よ
り 〝高齢者の生きが い〟を創出しま す︒
② 働く 高齢者の 拡充に より︑ 社会負 担
及び自 治体の財 源の軽 減に寄 与する た
め︑普 及啓発活 動を積 極的に 推進し ま
す︒
③ 高齢 者の経験 ・知識 ・知恵 等を最 大
限に生 かし︑福 祉活動 を推し 進める 事
により ︑明るく 豊かな 地域社 会の創 造
に貢献します︒
④ ﹁会 員による ︑会員 の為の ︑会員 の
団体﹂ である事 の意識 の徹底 を図り ︑
それを 地域社会 に波及 させ︑ 将来的 に
は会員 数を市高 齢者人 口の１ 割を目 指
すこと により﹁ 誇りと 尊厳が 持てる 公
益社団 法人﹂と しての 市民権 を確立 し
ます︒

一︑計画策定の基本方針

23

① 会員の増強
急速な高齢化の進展が予測される中

で︑当センターがはっ きりした目標を立
て高齢者や地域社会への貢 献︑又期待に
応えるために︑より 一層事業の拡大・拡
充と創出及び会員の増強を図ります︒
② 就業機会の確保・拡大及び創出
センターの事業に おいての最大の課題
であり︑特に受注件 数の少ないホワイト
カラー層の就業分野の拡大︑併せて適正・
公平な就業機会の提供を図っていきます︒
③ 安全・適正就業の推進
安全を第一に考え た就業体制を構築す
るとともに︑契約書 の就業内容等を再確
認し適正就業を図る︒
又︑安全・適正就業の徹底を図るため︑
安全就業委員会及び推進員を中心として︑
種々の施策を推進します︒
④ 運営体制の強化・充実
・組織の充実・活性化
理事会を始め︑専 門委員会の更なる充
実︑地区・地域班の活性化 ︑職群班の活
動促進︑事務局体制の強化に努めます︒
・財政基盤の確立
厳しい財政状況の中︑ 公共及び民間と
も仕事の受注に関し ては大変厳しさが増
してきています︒自 主財源の大幅な見直
しにより︑運営費の 財源確保を果たしま
す︒
⑤ 公益社団法人への移行
関係機関や地域団体 との連携をより密に
し︑センター事業と共存を図ります︒

８７７

９８０

１，０６５

就業率（％）
（月平均就業率）

８２．０
（６６ ．０ ）

８４．０
（６６ ．３ ）

８６．０
（６６ ．５ ）

８８．０
（６６ ．８ ）

９０．０
（７０．０ ）

７７６

１，１７８

会員数（人）

３．５

３．３

３．１

２．９

２．７

入会率（％）

平成２７年度

平成２６年度

平成２５年度

平成２４年度

平成２３年度

〜 ２７年度
平 成 ２ ３ 年度

（３）
平成２３年６月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

中 期 事 業 計 画 が 策 定 さ れ ま し た ！

沖縄市人口推移＆中期事業計画数値目標

市総人口（人）

１３５ ,３６３

１３６ ,１２５

１３６，６２４

１３７，０６０

１３７，８８０

６０歳以上人口

２８，７６０

３０，２５０

３１，６２４

３２，２７６

３３，６８３

就業実人員（人）

６３６

７３７

８４３

９３７

１，０６０

契約金額（千円）

３６６，２２２

３７７，１００

３８７，９７８

３９８，８５６

４１６，９８５
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57,629 人日

52,427 人日

5,202 人日

８１．６％

８３．１％

面では︑理事 会の活性化による理事主導型
運営の推進に努め︑ ︵イ︶三役調整会議︵
正副 理事長・ 各専門委員会委員長会議︶の
適宜開 催や理事会 の毎月開催︒︵ロ︶各専
門委員会・ 作業 部会︵総務広報委員会⁝４
回︑安全就業 委 員会⁝５回︑福祉家事委員
会⁝７回︑就業 委員会⁝５回︶の開催で
問題意識の迅速な対応と強化に努めました︒
⑥ ボランティア 活動では︑各中校地区主体
の下校時安全パト ロール︑沖縄マラソン時
の清掃︑又︑ 独居老人宅の旧盆前の清掃等
に多くの会員が 積極的に参加︑地域との交
流に大 きく貢献できました︒

委 員 長 諸喜田

副委員長 森竹

邦良

委

員 識名

章

委

員 崎濱

和秀

委

員 池原

保

委

員 金城

洋子

委

員 中島

位枝

任期は平成24年3月31日

理事会開催
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﹁ゆんたくまちや﹂再生特別委員会新設

信敏

﹁ゆんたくまちや ﹂は︑企画提案方式事業
補助金及びチャレ ンジショップ事業補助金を
活用し運営してきた が︑経営状況は厳しく︑
国の補助金が本年度 で終了することから︑今
後の安定的な運営を するため︑〝再生特別委
員会〟を設置し ︑再生計画を策定することと
なりました︒

委員会構成メンバー

22

いて﹂それぞれ承認された︒
第２回
続いて総務広報委 員会に付託された ︑平成
年２月 日理事会 提案第３号議案﹁ 定款の変更
年度﹁事業 ・決算報告﹂ 承認！
について﹂及び４月 日提案第２号 議案﹁会員
去る ５月 日 ︵火 ︶︑シ ルバ ーワ ークプ ラ 会費規程について﹂ ︑同第３号議案 ﹁事務費規
ザ 会議 室に 於いて ︑第 ２回 理事 会が開 催さ れ 程について﹂崎濱委員長より修正案が提示され︑
審議の末委員長報告通り承認された︒
ました︒
最後に当面の日程が確認された︒
﹁ 本日 は︑ 総会 前の理 事会 とい う事 で多く の
議 案を 提案 してお りま す︒ 十分 な審議 をお 願
会員数︑契約金額︑就業延べ人員で大幅増！
い した い﹂ との嘉 陽理 事長 の挨 拶があ りま し
〜
年 度 事 業報 告 よ り〜
た︒
報告 事項で は︑ 年４月 の事 業実 績と経 過
報告が行われた︒
① 会員の拡 大については︑
会員 数では ︑前 年比 人 の増 ︑受 注件数 ・
市及び職業 紹介室との連携
配 分金 で同４ ％︑ 契約 金額で は︑ ％︵４ ４
により︑ 会員入会が促進さ
０万円︶の伸びを示した︒
れました︒
議題では︑
② 就業機会 の確保・創出で
第１ 号議 案﹁正 会員 の承 認﹂ では ６人︵ 女
は会員によ る就業開拓︑就
性２人・男性４人︶が承認された︒その結果︑
業相談窓口︵年間２５２件︶
５ 月 日現 在の 会員数 は７ ９４ 人︵ 女性３ ４
の開設︑ 各種講習会による
３人・男性４５１人︶となった︒
技能の向上 を図り︑就業人
第２号議案﹁平成 年度 事業報告﹂
員の増加に寄与しました︒
第３号議案﹁平成 年度 収支決算報告﹂
③ 安全・適正就業の面でも︑
第 ４号議 案﹁ 役員 の報酬 及び 費用 に関す る
事故件数が 前年比大幅に改
規程について﹂
善されました︒
第６ 号議 案﹁﹃ ゆん たく まち や﹄ 再生特 別 ④ 沖縄市都 市公園︵指定管
委員会の設置について﹂
理者︶受託 事業では︑自治
第７ 号議案 ﹁中 期事 業計画 ︵平 成 年度 〜
会との連携を深め︑市民サー
年度︶について﹂ ︵ ３面 に概 要︶
ビスの充実が図られました︒
第８ 号議 案﹁公 益社 団法 人当 初の役 員に つ ⑤ 組織体制の充実・強化の
比 較
８９ 人
△ 101 件
20,467 千円

就業延人員
就業率

23

22 22

23

平成21年度
６６１ 人
2,422 件
342,129 千円

会員数
受託件数
契約金額

平成22年度
７５０ 人
2,321 件
362,596 千円

△ １．５％

平成２３年６月５日（４）
（社）沖縄市シルバー人材センター
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17

97

15

22

15

理事会開催

﹃ゆんたくまちや﹄

健 康講話 テーマ
﹁一 次救 命処置 法﹂

今月 日︵水︶ の健康講話 は﹁一
次救命処置法﹂がテーマです︒
この救命処置を早期に行う事によっ
て︑救 命率を飛躍 的に上げ ることが
可能であ る︒心臓 停止から 何も処置
せずに３ 分が経過 すると︑ 死亡率は
％を越えてしまいます︒
講師は中部徳洲会病院
手術室師長﹁曽根 史郎先生﹂
大切な方 の命を守 る健康講話 へ是非
ご参加ください︒
日 時 平成 年６月 日︵水︶
午後２時〜４時
所 ﹁ゆんたくまちや﹂

場

15

第３回
健 康講話 テーマ
﹁ 下肢静 脈瘤﹂
５月 の﹁ 健康講 話﹂ は﹁ 下肢 静脈 瘤に つい
て﹂でした
︱ 足のボコボコが気になりませんか ︱
﹁ 下肢 静脈 瘤﹂ とは︑ 下肢 の静 脈が 太く 浮き
出ているものを言います︒︵写真左上︶
講師 には︑ 中部 徳洲 会病 院の 池村 綾先 生に
お願いしました︒
﹁下 肢静 脈瘤へ の罹 患率 は女 性が 男性 の３
倍 ︑予 防法 として は︑ 長時 間の 立ち 位を 避け
る こと ︒ふ くらは ぎの 筋肉 を鍛 える こと ︒立
ち仕事の方は︑足を上げて休むことも効果的﹂
と の事 ︒〝 難治 性皮膚 潰瘍 〟等 余病 の原 因と
なり ます の で︑ 放置 は禁
物です︒ ＝ 池宮 隆 ＝

中 部徳 洲会 病院
心 臓血 管外 科部 長
池村 綾 氏

50

６月 の﹁ぬ ちぐ すいタ イム﹂
は沖縄 伝統芸 能で お楽し みいた
だきます︒
︻ 民 舞 ・美 ら 島 音頭 ︼
◎ ６月１日︵水︶・８日︵水︶
午後３時〜 ５時
指導は安和 末子先生
︻ 琉舞・汀間当 ︼
◎ ６月 日︵水︶・ 日︵水︶
午後３時〜 ５時
指導は渡久地 悦子先生

23

﹁会 員 会 費規 程 ﹂ 承 認！
去る５ 月 日︵金 ︶︑シ ルバー ワーク プラ
ザ会議 室に於 いて︑ 第３回 理事会 が開催 され
ました︒
﹁本日 は５月 日開 催の総 会に提 案され る︑
直接会 員に関 する会 員の会 費規程 につい て議
論いただきたい﹂との嘉陽理事長の挨拶があっ
た︒
第１ 号議案﹁ 会員 会費規 程につ いて﹂ は会
員の年 会費︵ 現行２ ０００ 円︶を 公益社 団法
人移行 後３０ ００円 とする 案等に ついて 示さ
れた︒ 多くの 時間を かけて 議論の 末︑提 案内
容通り承認された︒

23

15

29

第 １回 地区 長
・ 地域 班長 会議 開催
去る５ 月６日︵ 金︶︑ 平成 年度第 １回地
区長・地 域班長会 議がシ ルバー ワーク プラザ
会議室に於いて開催された︒
﹁地区 長及び 地域班長 は︑会 員一人 ひとり
の情報を的確に把握できる組織づくりが大切︒
そのこと がシルバ ー事業 を生か すこと に繋が
ります﹂と嘉陽理事長の挨拶があっ た︒
その後 ︑①地 区・地域 班の今 後の活 動につ
いて︑② ﹁住宅 用火災警 報器﹂ 設置業 務につ
いてそれぞれ討議された︒

22

20

30

（５）
平成２３年６月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

６月 の 「ぬ ち ぐ す い タ イ ム 」 ご あ ん な い

新城 安邦 講師

36

お客様から〝お褒めの言葉〟

22

12

人 が受講

23

初参 加者 含め

講習会の翌日︑市役所へ来 庁されたお客様
から︑編集部へ次のようなメッ セージを頂き
ました︒
﹁５月 日︑９時頃本庁駐 車場へ入ったとこ
ろ︑地下入り口におられたシル バー会員に親
切・丁寧に案内して頂きました ︒言葉づかい
も態度も大変良かったです︒その日は一日清々
しい気分で過ごすことが出来ま した﹂と話し
てくれました︒︵当日は︑ 安里昌栄さん︑田
中春一さん︑西平仁さんが就業していました︶
嘉川宗義管理群班長は︑﹁ 大変うれしいお
言葉！︒講習会で教わった事を素直に実践し︑
今後ともお客様に信頼されるシ ルバー会員を
目指します﹂と感想を述べておりました︒

コ ザ中 校地 区︵地 区長 ・松 江義男 ︶
では ︑会 員相 互の親 睦と 体力 増強 を目
指し ︑恒 例の ボウリ ング 大会 を開 催し
ます︒皆さまと楽しい一日を過ごしましょう︒
・日 時 平成 年６月 日︵水︶
午前９時スタート
・場 所 コザ・ボウリングセンター
・会 費 ４００円
・申 込み 各班 長へ６ 月 日 まで︑ お申 し
込み下さい

ボウリング大会開催のお知らせ

コザ中校地区

20

45

﹁駐車場整理業務講習会﹂

18

管理 群班︵班長・ 嘉川宗義︶で は去る５月
日︵水︶︑ 日︵木︶の両日︑シルバーワー
クプラ ザ大会議室に 於いて︑駐車 場整理業務
におい てのサービス とマナーの向 上を目指し
て︑今年度第１回目の講習会を開催しました︒
講師に は東洋ワーク セキュリティ 株式会社沖
縄 中部 営業所 ︑業 務の 新城 安 邦氏 をお 迎え
しました︒
参加者は 人︵管理群班 人全員出席︶︑
熱の入った講習内容に真剣な眼差しで聞き入っ
ていま した︒講師の 新城さんは以 前ホテルマ
ン と して 接 客 業 務に
つ い てい た そ う で︑
そ の 体験 を 活 か した
講 義 は非 常 に 分 かり
易 い 内容 で し た ︒
初日・２日目の講習会には
初参加者10人を含む45人が受講

19

45

（６）
平成２３年６月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

会員の広場

で い ご

い

にじ

冷 えつ のる 被災 地思 えば 温か き

布 団に 寝ぬ る有 難さ 沁 む

大 宜味 の湿 田一 枚紫 に

スイマー︵コザ中校地区︶

オク ラレ ルカ の花 の色 冴ゆ

作

このコーナーは会員の広場〝でいご〟として︑
会員の投稿︑作品を掲載いたします︒

応 募 要 項

琉歌・川柳・俳句・詩・短歌・コラム・体験談・
漫画・私の武勇伝・面白い話・怖い話等お待ちして
います︒又︑当センター及び﹃ゆんたくまちや﹄へ
のご意見︑ご要望も是非お寄せ下さい︒
匿 名︑ ペン ネー ムで の掲 載は 自由 です が︑
応募 に際 して は会 員番 号明 記の 上︑ 総務 ・広
報委員会まで︒

① 会員による、工芸・絵画・音楽等

② 収穫し、作り、食べる食育指導
③ 屋外でのレクリェーション等

日︵金︶ 午前 時〜
新入会員説明会
日︵金︶ 午前 時〜
理事会
日︵水︶ 午後２時〜
〝健康講話〟
﹁一次救命処置法﹂
於・ゆんたくまちや
日 ︵水 ) 午 前９ 時〜
刈払機取扱い講習会

17

10

10

10

15

呉屋
順子
北川
洋江
瑞慶山 謙一
比嘉
定一
比嘉
達信
野原
正夫

︵ 美東・東中校地区︶
︵ 美東・東中校地区︶
︵ 美東・東中校地区︶
︵ 山内中校地区︶
越(来・宮里中校地区︶
︵ 美里中校地区︶

５月は女性２人・男性４人合計６人の
方が新会員として入会しました︒
各地区の皆さんよろしく︒

５月新入会員紹介

29

﹁農業同好会﹂
結成のお 知らせ

９ ２９︱１３６１

沖縄 市シ ルバー 人材 センタ ーで は︑ ７月立
ち上げ を目 標に﹁ 農業 同好会 ﹂を 発足 致しま
す︒自 宅の 庭等で 趣味 を生 かして いる 方も多
いと思われます︒
また ︑近 い将来 は﹁ ゆんた くま ちや ﹂での
農産物 販売 ︑弁当 販売 への 素材提 供等 実益を
兼ねた 〝同 好会〟 を目 指し ていき たい と考え
ていま す︒ 農業へ の関 心があ る方 ︑ぜ ひこの
機会にご参加ください︒
世話人 又吉 綱一
︵ 連 絡 先 ︶
事務局 森竹 邦良

刈払 機取 扱講 習会 のお知らせ
〝 技術・技能の向上を目的に 〟

６月の予定

﹁寺 小 屋 キ ッズ﹂が
スケ ー ル アップ し ま す
シ ルバ ーワー クプ ラザ１ Ｆで 行って いる
﹁ 寺小屋 キッズ ﹂に 現在７ 人の 生徒さ んが
参加しています︒
こ の度 ︑同２ Ｆへ 移転し ︑生 徒さん の数
も倍の 名に増やし︑人員︑内容共にスケー
ルア ップ を図り ます ︒また ︑夏 休みの 特別
カリキュラムも計画しています︒
会 員の ご親族 ︑友 人等の ご参 加をお 待ち
しています︒
お申し込みは６月 日までに事務局まで

夏 休 みの特 別 カリキュラム

30

８／１ 〜 ８／ 迄の
毎週 月 ・水・金曜日
水曜日午後はレクリェーション
︵食事つき︶
一人 に付き１１︑５００円／月

開催日・平成 年６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︒
・ 参加希望者 は６月 日︵ 月︶迄事務局
までお申し込みください︒
※ 電話での受付は出来ません︒
12

29

9

27

用

31

楽 しく 学習 する
現在 の﹁ 寺小 屋﹂

23

15

指導ワークショップ

開催日

費

レクリェーション内容

（７）
平成２３年６月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

沖縄市シルバー人材センター様

事務局だより
〝新 入 職 員 の横 顔 紹 介〟

辰史

沖 縄 市 都 市 公 園 管 理 業 務 担当

中村

公園 管理業務全般の 補佐
等 を担 当し ます

更に ７万 円被 災者 へ
未だ に９０００ 人以上の方が 行方不明と
いう大 惨事︑それ に加え東電原 発の避難者
が今後も増えることが確実視されています︒
当セン ターでは︑３ 月 日赤十 字社へお届
け後も 義援金募集を 行っていま したが︑４
月 日迄の善意７ 万３４４７円 を連合を通
し て︑ 全シ協 へ送
金 させて 頂き まし
た ︒義 援金募 集活
動は引き続き行なっ
ております︒
被害に遭われた方々
が 一日も 早く 元の
生 活に戻 れま すよ
う祈 るばかりで す︒
28

﹁赤 十字 社﹂ から 御礼 状

社団法人
仲井眞 弘多

日本赤十字社沖縄県支部
支部長
﹁東日本大震災義援金﹂について
時下︑益々ご健勝のこととお慶び申し上げます︒
赤 十字事業 につきま しては ︑平素か ら格別 のご高配 と
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます︒
年 東北関東 大震災へ の義援金 をお寄 せ頂き心 よ

さて︑こ の度は︑ 出費ご 多端の折 にもか かわらず ︑
平成
り感謝申し上げます︒
現在︑被 災地や全 国の救 護者によ る復旧 に向けて の
活 動が行わ れており ますが ︑被災者 の生活 の立て直 し
には︑かなりの時間を要するものと存じます︒
日本赤十 字社では ︑被災 者の救援 を行っ ており︑ あ
な た様から お寄せ頂 きまし た義援金 は︑配 分委員会 を
とおして被災者救援のために活用されます︒
あなた様 の善意は 被災者 の方々に とりま して︑物 心
両面にわたり大きな励みになるものと存じます︒
日本赤十字社は︑このような災害救援活動をはじめ︑
国際救援活動︑医療施設及び福祉施設の運営︑救急法・
家 庭看護等 の普及︑ 赤十字 奉仕団や 青少年 赤十字の 育
成 ︑医療に 必要な輸 血用血 液の確保 のため の献血の 推
進 等︑人の 生命と健 康を守 るための 諸事業 を行って お
り ますので ︑今後と も赤十 字事業に 特段の 御力添え を
賜りますよう︑お願い申し上げてお礼といたします︒
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23

（８）
平成２３年６月５日
（社）沖縄市シルバー人材センター

編 集 後 記

５月 総会が終わ り︑いよ いよ新年度
本格始 動です︒総 会で示され た﹁中期
事業計画﹂の主役はやはり高齢者でしょ
う︒
﹁あ なたの生きが いは何です か？﹂の
問いに ﹁友人と一 緒に趣味や スポーツ
を楽し くやること です﹂﹁ボ ランティ
ア活動をするのが生きがいです﹂
高齢者の８割以上の方が生きがい
︵喜びや楽しみ︶を感じています︒

=内 閣 府 の ﹃ 高 齢 者 の 地 域社 会 へ の 参 加 に
関 する 意識 調査 ﹄よ り
=

また ︑地域社会 と積極的 に関わりを
持つ高 齢者ほど︑ 健康余命 が長いこと
が実証されています︒
〝 シルバー人 材センター の理念〟が
だぶって頭をよぎります︒
多く の仲間と楽 しく過ご せる幸せを
感じます︒

集

編

平良
崎浜
田中

正吉
和秀
穰

写 真 協力

池宮 隆
仲村 睦 秀

