
　　

旧年中は、自治会（自治公民館）運営への格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。

自粛生活が続きますが皆さまお変わりありませんか。

昨年は、大きな行事が延期になるなど会いにくい状況もあり、皆様の笑い声が恋しい一年でしたが、振り返ります

と、人とのご縁やつながりを改めて実感した年でもあり、また、これまでにない出来事も多くありました。

一番に、山内盛芳様と町田宗助様から寄贈された「地域の発展を祈念する歌碑」です。歌碑には、『土も引きとな

め 礎もかため 建つる大舘 千代にさかえ 緑さし添える かりよしのやかた お真人の交りも たえさかえ』と書か

れています。 山内盛朝氏が、「この地が発展し、人の交流が絶え間なく続き永遠に栄えることを願って。」詠んだ琉

歌は、公民館落成記念誌に「祝いのうた」としても記されております。また、記念誌には建設にむけて奮闘する先輩

方の様子がスナップ写真で載っており、資金造成のため不用品を積込む様子、ススキや雑草が生い茂る原野だっ

たこの土地を、区民が奉仕作業で草刈りを行い、その後11ｍのパイルが60本打ちこまれる基礎工事の場面。 ほか

にも南桃原の沿革、なつかしの桃原を語る座談会の記録など･･。資料からは先輩方の苦労と頑張りが伝わってきま

す。1986年3月に完成した現在の公民館。琉歌にはそのすべてが詠まれており、歌碑を前に改めて身の引き締まる

思いがいたします。

それから数日後、三建設備株式会社（代表 宮里真由美）（南桃原４丁目）様から、「クリーニング部門で何かお手

伝い出来る事はありませんか？」とご連絡があり、「自分たちで機械を使って全体的に磨きたいと考えましたが、技術

もないし･･･とあきらめて部分的に汚れを落としています。」と話したところ、願いが現実のものになりプロのおそうじ屋

さんにポリッシャー（機械）を使って丁寧に隅々まで磨いていただきました。

時を同じくして、突然、市からエイサーをメインにした映画の撮影場所に使いたいとの電話。たちまちのうちに事が

すすみ、機材やスタッフ・役者が続々と来館。初めて見る撮影現場に私たちも緊張に包まれたましたが、終始和や

かな雰囲気で私たちも現場の一員として連帯感を感じる貴重な体験をさせていただきました。

このたび、歌碑が建立されたことを知り、遠くからお見え

になる方などもおり、公民館にとって人々を招くシンボル

として大事に管理していきます。

むすびに、先代から引き継いだバトン 「心豊かな住み

よい地域づくりをめざして」を一つひとつ丁寧に、そして、

速やかに対応することを意識し精進してまいりますので、

より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

そして、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、

皆様のご健康を心より祈念し年頭のご挨拶といたします。

２０２１年（令和三年）元旦 自治会長 島袋 由香

 【 令和２年度 重点施策 】

１．財源と人材の確保 ２．地域防災・防犯力の向上 ３．高齢者福祉の見守り ４．青少年健全育成の活動、

子ども会・青年会の応援 ５．サークル活動の推進 ６．環 境 整 備

平穏な日々が戻りますことを願いつつ

新年のご挨拶ならびにお見舞いを申し上げます



11月 23日（月）清掃のプロが公民館に
来ました。4 人の女性組です。三建設備株
式会社のお掃除部門です。

にこやかなほほえみが仕事の自信を感じ
ます。ボランティア精神で奉仕です。

今回は床のクリーニングでピカピカに磨
きました。洗剤、器具を駆使して！

昼は弁当を提供してご苦労に感謝です。
公民館の床面積は広いのに、隅々まで丁
寧に手と機械で磨きました。驚く事に多
く見られた擦り傷も全て消えていました。
サークル活動でモップがけでとても気にな
っていたのに、力が込められていました。
翌日も来て作業していました。

年末大掃除
12月 13日（日）午前中

今年も恒例の行事として大掃除しました。

ハウスクリーニング ボランティア

大掃除に集まる有志に老人クラブ会長
：山内盛宏の挨拶が開始を告げる。

先輩方々のボランティア清掃も一段落
コロナ禍の世相でも明るい表情です。

今年も星槎高校生徒も参加してます。館

内清掃の協力 「ありがとう。」

クリスマスの飾り付けは由香会長の気遣

いを感じます。いつでも華やかに！

屋上の清掃は青年部が排水を良くする為

に働きました。見えない所のメンテナン

スはこの時にしかできません。参加人数 60
名余り、皆さん ご苦労さまでした。

追記：何とか自治会行事を維持したいの

ですが、コロナ渦の終息が見えません。



日 曜日 各サークル活動 行事／その他 日 曜日 各サークル活動 行事／その他

1 金 16 土

2 土 17 日  10時～11時半/子ども会

3 日 18 月  14時～16時/クラフトサークル

4 月  14時～16時/クラフトサークル
10時～11時半
生きディ
（体操教室）

19 火
 10時～11時半/笑い福いの会
10時～12時/キラキラサークル
18時～19時/ヨガサークル「爽」

14時～福祉連絡会
19時半～評議員会

5 火
 10時～11時半/笑い福いの会
10時～12時/キラキラサークル
18時～19時/ヨガサークル「爽」

20 水
10時～17時/日舞サークル
 19時半～21時/混声合唱団フォレスト

6 水
 10時～17時/日舞サークル
 19時半～21時/混声合唱団フォレスト 21 木

 10時～11時半/ダンスサークルピーチ
 18時～18時半/子ども三線

14時～15時半
生きディ
（体操教室）

7 木
 10時～11時半/ダンスサークルピーチ
 18時～18時半/子ども三線 22 金

10時～11時半/老人クラブ民踊
20時～21時/ストロングズンバ

8 金
10時～11時半/老人クラブ民踊
20時～21時/ストロングズンバ 23 土

9 土 24 日  10時～11時半/子ども会

10 日  10時～11時半/子ども会 25 月  14時～16時/クラフトサークル

11 月  14時～16時/クラフトサークル 26 火
 10時～11時半/笑い福いの会
10時～12時/キラキラサークル
18時～19時/ヨガサークル「爽」

12 火
 10時～11時半/笑い福いの会
10時～12時/キラキラサークル
18時～19時/ヨガサークル「爽」

19時半～
運営委員会 27 水

10時～17時/日舞サークル
 19時半～21時/混声合唱団フォレスト

13 水
10時～17時/日舞サークル
 19時半～21時/混声合唱団フォレスト 28 木

 10時～11時半/ダンスサークルピーチ
 18時～18時半/子ども三線

14 木
 10時～11時半/ダンスサークルピーチ
 18時～18時半/子ども三線 29 金

10時～11時半/老人クラブ民踊
20時～21時/ストロングズンバ

15 金
10時～11時半/老人クラブ民踊
20時～21時/ストロングズンバ

14時～
福祉連絡会 30 土 　

31 日  10時～11時半/子ども会

年末年始休館期間
12月29日（火）～1月3日（日）

●日 時：令和3年1月5日（火） 9時～12時 ※必ず、当日に提出してください。

●提出場所：南桃原公民館・山内公民館・沖縄市役所市民健康課（地下2階）のいずれ

かにご提出ください。

※ 予定カレンダーは、状況によって延期や中止になる場

合がございますのでご了承ください。



【お詫びと訂正】自治会だより１２月号４面の文章に誤りがありました。お詫びして訂正します。正しくは、球陽

ストリート緑化クラブの会長は「山内盛宏」さんです。

２０２１年（令和三年）

「新年祝賀会・新春マラソン及び

新春囲碁大会」中止のお知らせ

例年一月に開催している行事ですが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大が収まらない中、

皆様の健康と安全を第一に考え、残念ながら中止

を決断するに至りました。

今後、時期を見て安心して安全にご参会いただ

けるような催し物を計画していきますのでお楽し

みにしていてください。

また、皆さまとお会いできる日を楽しみにして

おります。

新年明けましておめでとう御座います。

南桃原⽼⼈クラブは、例年「健康」「友愛」「奉仕」という三大目標を掲げて⽇常的に楽しい活動をおこ

なっております。しかし昨年からコロナ感染症の影響で活動の自粛を強いられており、実に残念でなりませ

ん。「三密」が流⾏語大賞になっているように⽇本はもとより世界中がコロナ禍で苦しい思いをしておりま

すが、有効なワクチンや治療薬が開発、普及され⼀⽇も早くコロナが収束して当たり前の⽣活を取り戻して

⽼⼈クラブの活動が豊かな⼈⽣を築く為の糧になればと願っております。

幸いな事に今年は丑年ですので、その⼲支にもあやかって⽼⼈クラブ会員や区⺠の皆様にとりまして⾶躍

の年になりますことを⼼から祈念申し上げ年頭の挨拶とさせていただきます。

南桃原⽼⼈クラブ 会⻑ 山内盛宏

南桃原地域の皆さま明けましておめでとうございます。

去年は新型コロナウイルスの影響でエイサーもできず、お盆の島周りや全島エイサーまつり等も中⽌にな

り、初めてのエイサーが聞こえない夏となりました。また自治会⾏事なども中⽌になったものもあり活動が

少なく寂しい⼀年を過ごしました。ですが、コロナと向き合いながらも地域のクリーンデイや公⺠館清掃な

ど、自治会の皆さまと協⼒しながら⻘年会も⼀緒に活動できた機会もあり、出来る範囲での活動を頑張りま

した。今年も、コロナ禍でどう活動していくかが課題になりますがエイサーを通してまた南桃原地域を盛り

上げていければいいなと思っています。そして自治会⾏事も参加し協⼒しながら去年できなかったことが再

びまた出来るようになれれば嬉しいです。

皆様、体調に気をつけて元気にお会いできることを楽しみにしています。

沖縄市南桃原⻘年会 ⼀同

明けましておめでとうございます。

感染予防対策として活動自粛の⽇々が続きますが、昨年度、地域の方の畑で⾺鈴薯掘り体験、沖縄市花

いっぱい運動の花植え、自治会クリーンデイ等に参加させて頂き南桃原の方々と交流する事ができました。

新年 ⼦ども会の活動を増やしていけることを⼼まちにしています。今年もよろしくお願いいたします。

⼦ども会保護者会 会⻑ 安次嶺 しのぶ

正月に寄せられる「お歳暮・お年賀」などから、

おすそ分けできるものがございましたら、南桃原

公民館までお届けください。

集まった食料は社協から、困窮世帯やこどもを

支援する団体や援助を必要とする家庭に届けられ

ます。

●受付期間：2021年1月4日（月）～15日（金）

※食料品は賞味期限が１カ

月以上残っているもので、

未開封かつ常温保存が可能

なものをお願いします。

①お米

②缶詰（なんでもOK）

③乾麺

④調味料類

⑤インスタント食品


