
　　

〈6月末現在の状況〉

達成率

加入率
25.1％

※2022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。

南桃原自治会に加入しましょう

目 標

６００世帯

達 成

５27世帯

「薬膳パスタTSUMUGIーつむぎー」「医療法人翔南会翔南病院」「エリアプラン沖縄」「株式会社ももやま」

「株式会社住太郎ホーム」「株式会社饒波工務店」「株式会社わっしょいヒロ墓工事社」「三建設備株式会社」

「照屋環境整備」「有限会社ダイエイ工業」「宮 電 工」「ハンドメイドキャンドル∼ＤＲＥＡＭ∼」

「山小前わかなつ学童」「株式会社田畑工業」「ひかり学童」 他

★南桃原自治会では、地域で営業する事業所さま！

（小料理屋さん・お弁当屋さん・企業さま等）へ新規賛助会員（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、新年号に名刺大サイズの広告にあわせて年に1回広告を無料掲載します！

私たちは

南桃原

自治会の

賛助会員

です！

自分の住む地域を

自分たちで

より住みやすいまちに

するためにも

高齢者になっても安心して

住み続けることができるまち

【 令和４年度重点施策 】 １．自治会加入促進 ２．財源と人材の確保 ３．地域防災・防犯力の向上

４．高齢者福祉の見守り ５．青少年健全育成の活動、子ども会・青年会の応援 ６．サークル活動の推進 ７．環 境 整 備

本格的な夏到来となりました。長い梅雨が明け公民館公園では一斉に蝉が鳴きはじめ、

久しぶりに空を見上げては、今ここに残る自然とご先祖様をおもい対話するのです。

当自治会と子ども会は、青少年健全育成活動に取組んでおります。そして、地域活動・奉仕活動を継続

的かつリーダーシップを発揮するなどした育成者や子どもたちを、毎年「市子連や市育成会」に推薦して

おります。これまで数多くの育成者や子ども会出身者が受賞。今年度、4名が「沖縄市青少年育成市民会

議」から表彰を受けました。写真左から、山内中学校3年 山内英紗さん・知念良太さん 嘉手納中学校

3年 平地愛乃さん・平地琉静さんです。
子ども会に入って

一緒に活動しよう♪

エイサーだけじゃな

い季節の遊びも楽し

いぞ！毎週日曜日、

午前10時から公民

館で待ってま～す。

※保護者同伴でご参

加くださいますよう

お願いいたします。

子どもたちが

心豊かに育つまち

6月22日、株式会社シナジープラス・ソーシャルグッド事業部 相談員

新川 美津留さんを講師にサービスの概要をご説明いただきました。

親の介護や自分の老後、人生のどこかで必ず起こりうる出来事への備えと

して大事なお金ですが、当たり前に支払っている「税金、社会保険料、医

療費、介護サービス費、保育料」など、公的支出が適正かどうかの診断を

することで、税金が戻

ったり支出を節約できる可

能性があるそうです。国・

自治体等の制度や税制を理

解したプロが無料で診断に

応じます。8月頃に相談会

を予定しています。

※完全予約制

公的支出適性診断・倹約サポートサー

ビスがあるって知っていますか。



アジサイ園オープニングセレモニー

６月４日（土）午前１０時～ 公民館ホール
有志の発起により公民館公園の傾斜地に
花園が作られ始めて１年。アジサイは傾
斜地の土壌保全にもなるので多く植えら
れて来ました。役所職員との協力もあり
アジサイ園としてデビューします。皆さ
んの散歩道として活用して下さい。開園
式には二人の功労者の表彰式と盛大なオ
ープニングとなりました。

中央最前列は二人の表彰者

テープカットの中央は由香自治会長。
色々と忙しく走り回っていました。
沖縄市長代理：副市長与那嶺克枝さん
公園みどり課：課長 大城尚之 さん

感謝状贈呈：喜友名朝山さん
（元 老人クラブ会長）

浜元盛栄さん

地域の学童「山小前わかなつ学童」
「山内学童」「きぼう学童クラブ」
の小学生が剣玉しながらダンスで、華
やな元気さを演出してます。タイムス、
新報から通信委員もそろって取材して
後日の記事に載りました。

セレモニーの最後にオオゴマダラの
放蝶が皆の注目を集めていました。

新小学一年生を祝おう会

６月１２日（日）午前１０時

ピンクの風船が新１年生を歓迎！

地域内の新小学１年生に招待状を今年
は ５０通送りました。自治会未加入
世帯もこの作戦で加入獲得に意欲的な
由香会長です。例年数件の加入実績を
獲得してます。

今でもコロナ禍でホールでの歓迎会は出
来ずに、公民館玄関で来られた親子に記
念品を渡して、記念撮影をしました。



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
10時～11時半/老人クラブ民踊
14時～16時/クラフトサークル

17 日 10時～11時半/子ども会

2 土 18 月

3 日 10時～11時半/子ども会 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

4 月 20 水 10時～12時/日舞サークル
19時～20時半/混声合唱フォレスト

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」

21 木

6 水 10時～12時/日舞サークル
19時～20時半/混声合唱フォレスト

22 金
10時～11時半/老人クラブ民踊
14時～16時/クラフトサークル

7 木 23 土

8 金
10時～11時半/老人クラブ民踊
14時～16時/クラフトサークル

24 日 10時～11時半/子ども会

9 土 25 月

10 日 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」

15時～16時
認知症カフェ

11 月 27 水 10時～12時/日舞サークル
19時～20時半/混声合唱フォレスト

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」

28 木

13 水 10時～12時/日舞サークル
19時～20時半/混声合唱フォレスト

29 金
10時～11時半/老人クラブ民踊
14時～16時/クラフトサークル

14 木 30 土

15 金 31 日 10時～11時半/子ども会

16 土

午前9時～（1時間以内）
「公民館屋外清掃」

14時～15時半/生きディ　（1回：100円）
●65歳以上の体操教室（ゲームもあり）です。

10時～11時半/老人クラブ民踊
14時～16時/クラフトサークル
17時～18時半/夜ごはん弁当100食無償配布

10時～11時半/生きディ　（1回：100円）
●65歳以上の体操教室（ゲームもあり）です。

  「海の日」の為、
自治会事務所はお休みです。

※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。

公園の雑草取りや公民館周辺を重点的に清掃活動を行っていきます。暑い中での作業となり

ますが、ぜひご協力いただきますようお願いいたします。高圧洗浄機・草刈り機お持ちの方は

ご持参いただけると助かります。※清掃道具・草刈り機用の燃料はご用意いたします。

なくなり次第終了



暑い日が続いています皆さまご自愛ください･･･

さて、行事が落ち着いたので▶大変お待たせしました。

班長不在の会員の皆様。集金を開始します。お手元の徴

収袋にご準備お願いいたします。▶班長交代が出来てい

ない班があります。3B-2班・5A班・９Bご協力できる

方を探しています。◆紙面担当1-3面自治会、4面広報部長 青木隆行

違法駐車がもたらす悪影響 違法駐車は、次のような悪影響をもたらします。

◆交通の円滑な流れを阻害して渋滞の原因となる。

◆死角を増やし路上の見通しを悪くさせ、道路を横断する歩行者の発見を遅らせる原因となる。

◆身長の低い子どもの見通しを悪くさせ、飛び出しを招く原因となる。

◆救急車や消防車などの緊急車両の通行の妨げとなる。

駐停車が禁止されている場所

◆駐停車禁止の標識、標示のある場所

◆交差点とその端から5m以内

◆道路のまがり角から5m以内

◆駐車が禁止されている場所

駐車が禁止されている場所

◆駐車禁止の標識、標示のある場所

◆駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内

駐停車に関するルール～違法駐車をしないために～自動車保険の三井ダイレクト損保HPより一部を抜粋

家事応援デー・１００食限定！
なくなり次第終了

配布場所：南桃原公民館

日時：７月１５日（金）

午後5時～6時半

7月のメニューは

「タコライス」
メニューは変更になることもあります

m(__)m

～ご協力お願いします～

※予約・取り置きはできません。

※子どもだけでの受け取りはできません。

※受け取ったお弁当は、すぐにお召し上

がりください。

※感染症対策にご協力ください。

熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予

想される日の「前日夕方」または「当日早朝」に発表されます。発表がでた日

には、家族や職場で声をかけあい、外出を控える、エアコンを使用する等の、

熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。

（認知症カフェ）とは

『認知症の⼈やその家族のほか、地域住⺠などが気軽に

参加し、認知症に関する情報交換や悩みなどを共有する

ことを目的に、定期的に開催する場。』のことです。

●日時：７月２６日（火）１５時～16時

●場所：南桃原公民館 ●定員：20名※要申込

●内容：「認知症について」

ドクターが皆さんの質問に答える

●申込先：南桃原公民館 ９３３－２２０３

●問合先：地域包括・西部南 ９８２－２０２０

※新型コロナウイルス感染状況によって内容の変更や

中止になる場合があります。

みなみとうばる食堂
夜ごはん弁当配布


