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第 1 回レディース・グラウンド・ゴルフ大会 

華やかな熱戦が繰り広げられました！ 
 

 落ち葉の散り敷く 季節になりました。いかがお過ごしでしょうか。 

女性会員拡大強化年度の目玉事業として、 また、女

子会活動の第2 弾として第1 回レディ ース・ グラウ

ンド・ ゴルフ大会を 11 月1 日(金)に実施しました。

女性のみによる大会は数少ないことから、 当初見込み

の20 チームを超える 23 チーム・ 115 人の参加を

いただきました。 

 オール女性の大会だけに、 終始華やかな雰囲気の中

で熱戦が繰り広げられました。 

 伸び悩む女性会員の拡大を図るため、普及啓発事業及び女子会活動の一環として実施しましたが、 町民と

の交流とふれあいが実を結べばと願っています。 

 女子会活動としてはスマホ教室に次ぐ取組みでしたが、 催し物の企画・ 立案・ 実施の難しさと達成感をみ

んなで共有できる充実感と価値観を感じていらっしゃるようで、皆さん生き生きとされています。 

このような取組みが社会参加型から社会参画型に発展し、 延いてはシルバー事業の拡大として社会貢献に

つながるものと大きな期待を寄せています。シルバー世代の知識と知恵を活かすステージと場面は、 果てし

無く 限りがないことを再確認しました。 

あなたのステージと場面はどのような状況でしょうか？ 

 レディ ース・ グラウンド・ ゴルフ大会の概要は後段でお知らせします。 

 

 

 

10 月の入会者は一人でした。結果、 会員数は男性188 人、女性96 人、 計284 人ですが、今一つ

伸び悩んでいる状況です。このような状態ですと、年度末には複数の退会がありますので、結果的に減少

という事態が予測されます。 

 284 人各位の一声は大きな情報発信になりますので、周りの方への勧誘活動に努めてく ださい。 

 

 

 

 

 

11 月の入会説明会は、11 月19 日(火)、9 時からセンター会議室で行います。 

   普及啓発の一つとして、次のようなことも試してみてく ださい。 

   あなたの周りに、「 私はまだシルバーではない」 という方がいらっしゃいましたら、「 そのような気持

ちを持っている方こそ、シルバー人材センターに入会して活気と新風を吹き込んでもらえませんか。」 と

お願いしてく ださい。 

   地域の活性化、 活力ある社会の存続のため、 熱意ある勧誘活動をお願いします。 

 氏 名 地域班（ 公民会）  年齢 性別 入会年月日 

１ 宝 満 忠 義 山崎班（ 北原）  67 男 Ｒ1.10 .16 

  『 令和元年1１ 月号』  

１  新会員の紹介！ 

 

２  11 月の入会説明会！ 

女子会パワーでエｲエｲオー 



 

 

   10 月の配分金通知の際に、 奉仕活動と地域班対抗グラウンド・ ゴルフ大会の周知文書を同封しまし

たが、 会員互助会長名に誤りがありました。 事務的ミスとはいえ関係者にご迷惑をおかけしました。  

訂正しお詫びを申し上げますとともに事業へのご協力を賜りますよう、 よろしく お願いいたします。 

正 誤 

さつま町シルバー人材センター会員互助会 

会 長  德 永  滿 義 

さつま町シルバー人材センター会員互助会 

会 長  新 森  一 教 

 

 

 

   本事業の出欠の報告は、地域班長へ6 日(水)まででしたが、確実な報告ができましたでしょうか。意

思表示の無いのが一番困りますので、 もし未報告でしたら早急な連絡をお願いします。  

   また、 今後とも地域班長さんへのご協力を、 よろしく お願いします。  

   なお、欠席の報告の方で、その後出席可能な方は、諸準備がありますので事務所までご連絡く ださい。

特に、 グラウンド・ ゴルフ大会は個人参加も可能ですので連絡の上、 積極的な参加をお願いします。  

 ※ 虎居班、湯田時吉班、船木班は終了後、宮之城屋地1・ 2 班に合流し、町章植込と緑地公園の除草を 

  一体的に行います。  

 ※ 通常作業と同じく ヘルメット 等万全の安全装具でお願いします。  

 ※ 参加者には、 お茶と 2020 年度カレンダーを配付します。  

 

   地域班対抗グラウンドゴルフ大会 ＊＊＊雨天中止(無期延期)＊＊＊ 

   11 月16 日(土) 午後１時開会  ◆宮之城運動公園Ｃ・ Ｄコート  

◆競 技 種 目  団体戦、 個人戦、 ２ラウンド 

◆チーム編成  １チーム５名編成、 個人参加も可能です。 (班同志間のやりとりで編成します。 ) 

◆表 彰  通常の大会より豪華賞品です。 乞うご期待！ 

 ※ 雨天中止の場合は、 センターから地域班長、 副班長に連絡します。  

 

 

 

   県内拠点センターの交流を目的に、10 月20 日(日)に霧

島市横川町丸岡公園で、鹿児島県ＳＣ対抗交歓グラウンド・

ゴルフ大会が開催されました。 49 チーム、 245 名が参加

し、 交歓大会ながらも熱戦が繰り広げられました。 当セン

ターからは男女1 チームずつが参加し、成績は次のとおり

でした。  

◆団体 錦江湾コース第3 位 さつま町Ａ(男性) 210 

◆個人 錦江湾コース第6 位 岩下秀明 35 

※10 位入賞のみ紹介 

 

 

奉 仕 作 業  ＊＊＊雨天の場合は現地判断とします。 ＊＊＊ 

11 月16 日(土) 午前8 時～2 時間程度 

地域班名 作業場所 地域班名 作業場所 

宮之城屋地1 班 宮之城運動公園町章植込 船木班 宮之城総合体育館玄関植込 

宮之城屋地2 班 宮之城運動公園緑地公園 紫陽班 きらら公園 

湯田時吉班 共栄石油下ｸ゙ ﾗｳﾝﾄﾞ ｺ゙ ﾙﾌ場駐車場 神子,鶴田,柏

原,紫尾班 
柏原グラウンド慰霊塔周辺 

虎居班 ＳＣ事務所 

佐志班 佐志交流館 求名,中津川,

永野班 
薩摩農村環境改善センター周辺 

山崎班 新川公園 

５  初の県シ連グラウンド・ ゴルフ大会健闘しました！ 

４  奉仕活動と地域班対抗グラウンド・ ゴルフ大会の確認！ 

３  訂正とお詫び！ 



 

 

会員互助会の女子会活動第1 弾として、 10 月4 日(金)に当センターで『 ス

マホ教室』 を実施し、 一般女性3 人を含めて16 人が受講しました。 

ドコモショ ップ川内大小路店に出張講習としてお願いし、「 初めてのスマート フォン／触ってみようス

マート フォン」のテーマで実施しましたが、楽しく 和やかに体験し、初歩的な知識の習得とスキルアップ

が図られ、参加して良かったと大喜びでした。 

   会員におけるスマート フォンの普及率はまだ低いですが、 将来的には就業機会のマッチングに利用で

きると思われますので、今後も機会を見つけて実施したいと思います。 その節はご参加く ださい。 

 

 

   冒頭でもお知らせしましたが、第1 回の取組みは盛会裏に終了できました。 

参加者の大半が一般町民でしたので、閉会式前の記録集計の時間帯に「 もぐもぐタイム」 を設けて、Ｓ

Ｃ事業の説明とアンケート を実施しました。 大会の結果は次のとおりです。 この実績を当センター事業

に反映することが、大会の最大の目的ですので活かしたいと思います。 

◆団体賞  優勝 宮之城ホタル194、準優勝 さつま鶴田Ａ 195、第3 位 柏原南 196 

      第4 位 さつま鶴田Ｂ 202、第5 位 下平川同好会 206 

◆個人賞  優勝 花田かすみ(宮之城ホタル)32、 準優勝 谷山育子(さつま鶴田Ｂ)32、 第3 位 四位恵美子(柏原南)33 

      第4 位 長松院ひろ子(船木五反田Ｂ)、第5 位 税所ナミ (さつま鶴田)34、第6 位 堂ノ脇和子(船木五反田Ｂ)34 

      第7 位 水流一子(柏原南)34、第8 位 中山イツ子(西町Ａ)35、第9 位 山下弘子(さつま鶴田Ｂ)36、第10 位 

      米盛良子(あらせ)37 

◆ラッキー賞(団体)  ①柏原西 ②泊野キララ１ ③時吉にろく 会 ④船木五反田Ａ ⑤泊野キララ２ 

◆当日賞(個人11 位)  吉留秀子(柏原東)   

◆特別賞(個人優勝者による抽選)  紺屋光子(船木五反田Ｂ)  ※ 以上、敬称を割愛させていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  女子会活動 第1 弾 スマホ教室報告！ 

７  女子会活動 第2 弾 レディ ース・ グラウンド・ ゴルフ大会報告！ 



 

 

                  9 月号でもお知らせしましたが、旅の行程が確定しましたので再度

お知らせします。 

                   また、10/31 の1 次募集時点で 35 人の申し込みがありま

した。 よって、あと 14 人は席に余裕がありますので早めにお

申し込みく ださい。 電話で結構です。 定員になり次第、 締め切

りますのでご容赦く ださい。 

  ◆期 日  11 月23 日(土)  

  ◆行 程   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

毎年参加者が増えています。昨年の86 人を超えて盛大に開催でき

たらと願っています。 

同じ組織で一緒に働く 仲間たちと 1 年間の労をねぎらい、新年への

ステップにしたいと思いますので積極的な参加をお待ちしております。 

   なお、会場との打ち合わせやバスの送迎等諸準備がありますので、11 月29 日(金)までに申し込

んでく ださい。 

  ◆期 日  12 月22 日(日) 午後4 時開会～午後7 時30 分お開き 

  ◆会 場  あび～る館(鶴田神子) バスの送迎あり 

  ◆会 費  上限3,000 円 

        ※ 互助会予算の範囲内で助成しますので、 参加者確定後負担額を決定します。昨年

は2,500 円でした。 当日会場で徴収します。 

  ◆2 次募集 ・ 参加希望者は11 月29 日(金)までに申し込んでく ださい。 

・ 申込みの際は、 バス利用の有無又は自家用車使用についてもお知らせく ださい。 

但し、バス2 台では送迎行程に限りがあり、すべてに対応できかねますので予めご

了承く ださい。 

  ◆その他  ・ 毎回、 余興の出し物もいっぱい出ています。 披露されたい特技がありましたら事前

にお知らせく ださい。 

        ・ 参加者等が確定しましたら、 12 月号で会費及びバス利用者への行程と乗降場所等

をお知らせします。 

        ・ 当日、 参加者の温泉入浴料は無料ですのでご利用く ださい。 

   まごころの店 12 月27 日(金／宮之城暮れ市の日)、 プラッセだいわ駐車場 

 

   毎年大好評で、不要品が必需品に生まれ変わっています。会員のご自宅

で、使わない物、クローゼット に眠っている物、誰か使わないかしらとい

う物がありましたらご提供く ださい。 

   また、バザーと併行して会員の生産品の野菜、正月の飾り物、工芸

品なども販売しています。これらも年末年始の必需品として飛ぶよう

に売れています。 出品方、 よろしく お願いします。  

 

８  行事・ イベント のお知らせ（ 再掲） ！ 

日帰りバス旅行2 次募集 

                  10 :15～11 :15 

 8 :00      9 :15～9:30   ①希望者／指宿市営砂蒸浴場(砂楽)   11 :45～12:45 

さつま町 —  鹿児島物産館                    唐船峡ソーメン流し(昼食) 

               ①の希望者以外／岩崎美術館 

 
   13 :10～14 :00        14 :50～15:20       16 :10～16 :30     17 :30 

—  フラワーパーク指宿 － 明治蔵(焼酎工場見学) － 道の駅蓬莱館 － さつま町 

2019 年納会研修会＆大忘年会2 次募集 

９  まごころの店（バザー）の商品収集にご協力を！ 


