
　　

「医療法人翔南会翔南病院」「エリアプラン沖縄」「株式会社住太郎ホーム」「株式会社饒波工務店」

「株式会社ももやま」「株式会社わっしょいヒロ墓工事社」「合名会社リノベーションアース」「三建設備株式会社」

「照屋環境整備」「ハンドメイドキャンドル∼ＤＲＥＡＭ∼」「美ら卵養鶏場沖縄市店」

「薬膳パスタTSUMUGIーつむぎー」「山小前わかなつ学童」 他

LGBTという言葉はなんとなく知っていましたが、幼いころから

知る地元出身の比嘉から、「当事者について知ってほしい。」と

企画を持ちかかけれ、色々と調べてみたら、様々な性のあり方・

複数の意味を持っているということや、民間の調査では、LGBT以

外のセクシャルマイノリティを含めると10％近くいると推定され

ているなど･･･。まだまだ勉強不足ですが、身近にいるという事で

すね！「まずは、知ることから始めていこう。」と企画に協力す

ることを決めました。詳しくは、折込チラシをご覧ください。

すべての人が「自分らしく」生きられるように。

コロナの終息に向けて「もうひと頑張り」みんなで乗り越えよう！

★南桃原自治会では、地域の企業等の新規賛助会員（年会費12,000円）を募集しております！

ご加入後は、毎月発行している「自治会だより」に社名掲載、新年号には名刺大サイズで広告を掲載できます。

【 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

－2020年4月1日現在（2,039世帯（内、外国人世帯12世帯・混合世帯13世帯・人口4,941人※外国人41人含む）の南桃原総世帯数－

所在地：沖縄市南桃原3丁目１４－１ T E L：098-933-2203／FAX：098-930-1620 メール／minamitoubarujitikai@yahoo.co.jp

〈2月末現在の状況〉

◆新規1４件 + ２件 ◆退会5件+１８件

◆賛助会員15件

達成率

加入率
25.6％

※2020年4月1日現在の総世帯数を基に、

一般会員の加入率を割り出しています。

目 標

６００世帯

達 成

５23世帯

自治会に加入しましょう！

沖縄市37自治会長協議会

【沖縄全島エイサーまつり65周年記念特別動画・エイサーどんどん】は、いかがで

したでしょうか。放送が始まると「南桃原公民館が写ってる！」との連絡や、感想な

どメッセージがたくさん寄せられました。久しぶりにエイサーと公民館を身近に感じ

ていただけたと思います。素敵な作品に私は連続で3回見ました。YouTube配信は2月

28日までです。ギリギリ間に合うかも見逃した方はぜひ！撮影現場では、ありんくり

んさんが“南桃原公民館のうた”をつくってくれたり、子ども達にも声をかけてくれ

ていましたよ。記念に出演者からサインをいただき大事に飾ってます。

自治会有志により、階段づくりを行いました。これなら、楽々に上り下りが出来ます！そして、続々と苗

の提供もあり、随時、植え付けを行っています！

これからも、アジサイをどしどしお待ちしております！

①ご家庭にあるアジサイの苗をご提供（株分け）お願いいたします。

②苗を購入するためのご寄付を集めています 一口￥1，000- ※口数に制限なし

最近、新聞に取り上げられてい

るLGBTなどの性的少数者について、

あなたは知っていますか？

LGBTのとはレズビアン、ゲイ、バイセク

シャル、トランスジェンダーの頭文字を

とって組み合わせたもです。

※沖縄市男女共同参画センター冊子より抜粋



コロナ禍も２年目になり平静な生活が取り戻
せない。パンデミックは世界に広がり変異種の
出現も各地から報告される。危機を煽るだけの
政治家とマスコミによる自縄自縛状態。自分の
免疫力を上げよう！禁煙、運動、食生活、笑い
の多い楽しい交流、アルコールは控えめに。そ
れらが免疫力アップの秘訣だ。感染症を恐れる
だけでは無く、多くの事を想定して備えること
が必要です。ひきこもりは免疫力を下げる。

公民館公園の奥の傾斜地に、アジサイ園を計画し
てます。道路課からの資材提供（側溝蓋など）を活
用して回遊式の歩道を作り始めました。 老人ク
ラブ、自治会皆さんの協力により美しい花が早く見
られそうです。まず 100 株の植え付けを呼びかけて
います。微力ながら私も募金協力しました。身近な
散策路を大いに期待してます。

地域包括支援センターの活動も 4年目に
なります。これを期に活動の運営法人が移り、
人も事務所も変わる様です。子供達の希望によ
り、仲宗根さんに感謝する集まりが有りました。

コーディネータの仲宗根さん！
そこには感涙の場面がありました。ご苦労さん！

アジサイ庭園 造成 中

コーディネータとして地域で活躍している仲
宗根直美さんは当自治会活動には必ず参加して
いましす。支援センターの仕事は高齢者在宅福
祉サービスを掲げて近接５自治会をサポートし
ます。本来は地域全体で担うべきものだと思い
ますが、今の自治会にはそれに対応できる力量
はありません。自治会加入率が 30 ％を切って
いて財政も人材もとても厳しい状況です。
縦社会の日本を変えていかなければ、自由で
責任を果たせる地域にはなりません、無知･無関
心の連鎖を押し止める様に考えましょう。。

エイサーの街沖縄市の企画製作によ
る地域の作品がテレビ放映されました。

その大切な舞台として､南桃原公民館が使わ
れました。見慣れた公民館の風景はとても心
和みます。それに光輝くホールの床！傷も消
え築 35年以上を経て美しい館内を見て誇りを
感じました。その背景にボランティアの 4 人
の女性の２日に渡る真剣な清掃精神を見ての
実感からです。大切に活用しよう皆の公民館。
今後巡回映写会も有るようです。内容は、見
てのお楽しみ。エイサーは良き若者のコミュ
ニティーの場として描かれています。
若者よ思考脳で人の中でこそ鍛えられる。
自立の為に「スマホを捨てて、街に出よう」
でも最近はエイサーに参加する子供達の数が
減少していると聞きます。気がかり、心配！



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 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）

16 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

2 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」

17 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

3 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 18 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）

4 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

19時半～
自主防災定例会 19 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

5 金 20 土

6 土 21 日

7 日 22 月  14時～16時/クラフトサークル

8 月 23 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」

9 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 24 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

10 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 25 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

11 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 26 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

12 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 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月  14時～16時/クラフトサークル 　

15 月  14時～16時/クラフトサークル 30 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」

31 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

10時～12時：南桃原自主防災・防犯組織主催
「防災活動写真展・資器材展示」

8時45分集合　9時開始
「37運動　グラウンドゴルフ大会」　※要申込

9時～17時
「自治会長立候補届提出及び締切日」

※公民館職員研修の為、自治会事務所
はお休みです。

11時～17時　南桃原公民館公園
「ピーチフェス㏌南桃原」

12時～17時　南桃原公民館公園
「ピーチフェス㏌南桃原」会場設営

※ 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。



①日 時 ： ３月１４日（日）

午前８時４５分集合

開始９時～１２時終了（予定）

②場 所 ： 南桃原公民館公園

※雨天（小雨でも）中止

③参加費 ： 高校生以上500円

中学生以下無料

（入賞商品あり）

④定 員 ： 6名1組×4チーム

先着24名

⑤受 付 ： 3月1日～

※クラブセットに限りがありますので、先着順

定員に達し次第、締切らせていただきます。

去年の今頃、コロナによる臨時休校や活動自粛によって静まり返った公民館では、感染への不安と確

実に収入が減ることがわかっていただけに悩みました。やれることをやろう！何とかなる！と営業にま

わり、賛助会員が増えました。まだまだ、やらなきゃいけないことがたくさんあります。なんだかとて

も忙しい一年でした。▶班長不在の集金件数が多く、定期的な訪問ができないため令和３年度

（R3.4.1～R4.3.31）の自治会費・募金の一年払いへのご協力をお願いします。納入方法

は、①公民館直接払い②ご都合に合わせて訪問します③銀行振込もできます。
◆紙面担当1-3面・自治会4面・広報部長 青木隆行

●日時 ： ３月７日（日） 午前１０時～正午まで

●場所 ： 南桃原公民館ホール（入場無料）

●内容 ： 活動写真の展示、防災資器材の展示と

取扱い水の確保と運搬法、心肺蘇生法

AED体験コーナー など

＜行事における感染症対策を徹底します＞

※ご来場の皆様には、入り口にて検温を行い、健康状態を

記入していただきます。マスクを着用のうえ手指消毒もあ

わせてご協力お願いします。

※関係者も健康状態を把握し、マスク着用・手指消毒を徹

底して対応します。

※ただし、新型コロナウイルス感染状況によっては、急遽

中止する可能性がありますことをご了承ください。

３月７日（日） ３月14日（日）

被害者の声

「言葉がうまく名刺を見て信用し契約した。頭金を支払った後なかなか工事が進まなく、そのうち工事に来なく

なった・・。」「塗料代金や建物洗浄などの目的で前金を請求され、支払うと少しだけ塗装した後、現場を放置し

連絡が取れない･･。」などの被害がおきています。

※契約前には慎重に調べ、信頼できる人や機関に相談することも大切です。

沖縄市消費生活センター ℡：098-929-3140 平日9時～16時（12-13時除く）

●お昼の時間（12時～13時）に相談したいときは？

（独）国民生活センター「お昼の消費生活相談」03-3446-0999へ！時間：平日11時～13時（年末年始を除く）

●土曜・日曜に相談したいときは？（公社）全国消費生活相談員協会「週末電話相談」へ！

東京：03-5614-0189 土曜、日曜（年末年始を除く）10時～12時、13時～16時

大阪：06-6203-7650 日曜 （年末年始を除く）10時～12時、13時～16時

！ボランティア募集！
山内中学校では「緑化支援ボランティア」と「読み聞かせボランティア」を募集しています！

お問合せは→TEL 933-4793 地域学校協働活動推進員 比嘉 恵さん


