
平成23年度第1回通常総会報告

公益社団法人に向かって元気にスタート

５月31日（火）、守谷市役所大会議室におい
て今年度第１回通常総会が開催されました。
理事長挨拶と会田市長来賓挨拶のあと、議長

に渡辺泰助会員を選出して議事に入り、平成２
２年度収支決算書等の公益社団法人移行に必要
な右欄の全議案が異議なく承認されました。

市長挨拶 ≪災害に強い町づくりにシルバーの力も！≫

大震災を体感して、市民の皆様との絆を深めることが大切だ
と改めて認識しています。平日の昼間に災害が発生した場合、
高齢者の皆さんが経験を生かして、その場のリーダになり助け
合うことが欠かせません。地域の絆を深める役割をシルバー人
材センターの地域力に期待しています。（要旨）

我々は戦中戦後の厳しい時代を経験している世代です。いま、大
災害による、長く続くであろう不透明な時代にあって、守谷市との
連携を一層深めつつ、明るく元気な町のサブリーダとして力を発揮
していきたいと思っております。会員の皆さんのご協力をよろしく
お願いします。（要旨）

シルバー人材センター事業運営報告 （６月3０日現在）

○会員数 ○公共・民間別事業実績（４～６月）
男性 ２７８名 女性 ７７名 計 ３５５名 公共 １０，７３６（千円）

○就業人員 民間 ２５，６４５（千円）
男性 １８９名 女性 ５０名 計 ２３９名 一般家庭 ４，１１９（千円）

○就業率 ○受注件数 ４８９ 件
男性 ６８．０％ 女性 ６４．９％ 計 ６７．３％ ○受注金 ４０，５００（千円）
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理事長挨拶≪経験を活かし市と連携して町に貢献しよう！≫

・会員定数３４７名、出席会員数５７名、委任状２４１名、計２９８名

定款の規程に基づく定足数を満たし当総会は成立しました。

・第１号議案 平成２２年度事業報告について承認を求める件

・第２号議案 平成２２年度収支決算について承認を求める件

・第３号議案 平成２３年度収支予算書の補正について承認を求める件

・第４号議案 公益法人への移行当初の役員承認を求める件

・第５号議案 役員の報酬に関する規程について承認を求める件
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社団法人としての最後の年を
理事・職員一同全力で頑張ります

会員の皆さん、３月と５月の総会で、理事会が提出した全ての議案は、滞りなくご承認いただ
きました。公益社団法人移行に対する会員の皆さんの心強いご支援に厚くお礼申しあげます。
守谷市シルバー人材センターは諸先輩のご努力に支えられながら平成２年の発足以来２０年余

の歩みを続けてまいりました。来年度からは公益社団法人としての新たな出発が予定されており、
本年は平成１４年に設立された社団法人守谷市シルバー人材センターの最後の年となります。多
難な時代、守谷市当局との連携を一層深めつつ、微力でありますが理事・職員一同この１年を全
力投球する決意です。
最後になりましたが、会員の皆さんの健康と安全を祈念いたしましてご挨拶とさせていただき

ます。
理事長 一ノ瀬 洵

会員の交通安全意識の啓蒙を図る・・・！

５月３１日、総会終了後、取手地区交通安全協会、
取手警察署による交通安全教室が、参加者６２名の
もと行われた。小川取手交通安全協会会長の挨拶の
あと、吉村取手警察署交通課長より取手警察署管内
で起きた死亡事故を実際に起きた事故現場の写真を
使い、プロジェクターにて紹介されました。
事故現場写真のリアルさに改めて交通事故の恐ろ

しさと交通ルールを守ることの大切さを知ることが
でき好評でした。

全国シルバー事業協会の東日本大震災義援金が被災地のシルバーに

東日本大震災復興義援金等ついて、全国シル
バー事業協会でまとめた結果を報告します。
平成２３年６月１５日現在で約８千４百万円の
義援金が集まり、被災を受けたシルバー人材セ
ンターへ支給されました。

写真は被災した宮城県(社）南三陸町シルバー人
材センターです。

理事長からのご挨拶

そして来年度は公益社団法人に

あ り え な い 本 当 は 予 感 し て た は ず
第４班 紀平 茂雄会員

安全スローガン

総会を終えて

（社）南三陸町シルバー人材センター
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熱中症に注意

熱中症の発生は７月～８月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めて下さい。
高温多湿の環境下で体内に熱が溜まり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症
状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。熱中症の予防にはこまめな「水分・塩分補
給」が大切です。また、まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけることです。

４．安全パトロールが実施される

６月９日（木）、剪定班、草刈り班を中心に安全対策委
員による安全パトロールが実施されました。
これからの熱中症対策についても注意を呼びかけました。

５．全国で起きた重篤事故事例紹介

４月に全国で起きた重篤事故事例紹介（安全就業ニュース平成２３年度５月号より抜粋）
尚、５月は大変喜ばしいことに重篤事故の発生は０件でした。
まだまだ暑い日が続きます。熱中症には十分注意しましょう。

性別・年齢 仕事内容等 事故状況

女性
６５歳

就業途上
（死亡)
交通事故

就業先に向かう途中、自転車にて県道を横断中に直進
してきたタクシーに激突された。本事故はタクシー運転
手の前方不注意により発生した事故である。

６．無災害記録表示

第１回安全対策委員会開催される

５月１８日（水）、平成２３年度第１回安全対策委員会

が開催され、今年度の安全就業活動目標「通勤途上・就業

中事故ゼロ」を達成するための施策等について、また、委

員の就業先職場における安全に対する問題点等について話

合いが行われました。

安全就業のページ

特報！ 優良賞受賞！
７月８日（金）、県シ連主催

の平成２３年度安全・適正就業
推進大会において、守谷市シル
バー人材センターが優良賞を受
賞しました。
これは理事会、事務局、会員

が一体となった日頃の安全就業
活動が認められたものです。
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新入会員紹介（４月１日～５月３１日入会者）

専 門 部 会 報 告

７月１日守谷市ホームページに守谷市立公民館指定管理者の募集が公開されました。対象は中
央・郷州・高野・北守谷の４つの公民館を一括で管理する指定管理者の募集です。指定管理業務
の開始は平成２４年４月１日(日)からで、申請書類の受付期間は９月２０日(火)から９月３０日(
金)です。これから情報収集や資料作成の準備に入る予定です。

公民館指定管理者の募集が公開される

地域班活動のページ

平成２３年度の地域班会議がはじまりました。
６月に早々と第１班、第３班で開催されました。７月に入
り、7地域の班会議が開催されています。
班会議では理事会と事務局から活動状況、事業実績などに
ついて分かり易く説明、報告され、参加会員からは就業先
での困りごと、安全に関することなど建設的な意見を多数
いただきました。
これからも実のある情報交換のできる会議として、運営に
努めてまいりますのでご協力の程、宜しくお願い致します。
（佐藤地域班担当理事 記）

第１班 班会議（北守谷公民館）

第３班 班会議（高野公民館）
地域班会議の開催日程

１班；６/２４（金） ２班；７/２９（金） ３班；６/２９（水）
４班；７/１４（木） ５班；７/１９（火） ６班；７/１３（水）
７班；７/１５（金） ８班；７/２８（木） ９班；７/０７（木）

会員番号 氏名 地域班 会員番号 氏名 地域班

851 清水 正子 3 松ヶ丘 866 大森 保 2 御所ケ丘

852 木村 幸子 6 百合丘 867 鈴木 愛子 5 本町

853 菅原 忠 2 御所ケ丘 868 滝沢 俊之 4 みずき野

854 吉川 勝義 8 けやき台 869 松山 正明 1 松前台

855 佐野ナナ子 5 本町 870 伊藤 啓一 7 大柏

856 長野 克広 4 みずき野 871 服部 博 4 みずき野

857 奥山 昇 1 薬師台 872 大滝 昭章 2 御所ケ丘

858 大和田一郎 5 本町 873 飯沼 節男 1 薬師台

859 菅 美智子 1 薬師台 874 澤部 健一 5 本町

860 小林 保 4 みずき野 875 会田 悦子 8 けやき台

861 千々松 健 4 みずき野 876 白井 文俊 3 松ヶ丘

862 市川 頼子 1 薬師台 877 今岡 博 6 ひがし野

863 椛澤 孝貴 5 本町 878 加茂下英樹 6 松並

864 斎藤 友護 2 御所ケ丘 879 毛利 秀隆 5 本町

865 山口 洋介 6 百合丘 880 安保 光雄 4 みずき野
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職群班活動のページ

６月７日（火）１２時３０分より、「友愛会」懇親会が開催されました。
友愛会はジョイフル本田に就業するシルバー会員で構成する親睦会です。
就業先のジョイフル本田が年１回６月上旬に棚卸で２日間休業するのを利用して、一泊
旅行または懇親会を行っております。
今年は懇親会を、ジョイフル向かいの金太桜鮨で開催し、３０名ほどが参加して和やか
に歓談しました。就業部門が増えた関係で、新規に参加して下さる会員も多く、飲食に
カラオケにとても盛り上がりました。
これも偏に会員皆様の協力もさることながら、諸先輩の尽力の賜物と
感謝しておりま。「友愛会」の存在のおかげで、ＪＨ守谷職群班の組
織もスンナリと成立しました。今後もますます発展する様努力します
ので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

親睦会からのお知らせ

・会長 曽根、会計 古谷、役員 東、田中の４名を中心に会を運営していきます
ので、会員各位のご協力、ご支援宜しくお願い致します。

・旅行会は１０月に1泊旅行を計画中です。新年会は1月中に開催します。
・ゴルフ、囲碁、マージャン、グランドゴルフは例年と同様に活動します。

守谷シルバー親睦会総会報告

5月31日(火）守谷市役所大会議室で開催されました。平成２３年度事業報告、平成２２年度収支
決算報告を審議し全員異議なく原案通り承認されました。

守谷シルバー親睦会は５月３１日開催の総会でご案内した通り、剪定作業時に出る枝葉を
堆肥にして畑に戻すリサイクル運動に参加することにしました。
ついては今後、次の要領で堆肥の配布を行いますので会員各位のご支援とご協力を宜
しくお願い致します。
・申込：会員に限定。毎月末締切。電話ＯＫ（４８－８５９１）。
・配布、配布場所：申し込み締め切り翌月の第２水曜日、午後２時～３時。センター事

務所付近
・配布数量：当面一人１０袋まで
・協力金：７月配布分から１袋につき５０円の親睦会活動協力金を徴収

平成２３年度一泊旅行会のお知らせ

開催日 平成２３年１０月３０日(日)～３１日(月)
行き先 大洗海岸「オーシャンビューホテル」
会 費 １０，０００円
その他 バス旅行（往復送迎です）

大浴場完備、カラオケ付き 飲み放題etc

今年度の活動予定の活動予定

リサイクル堆肥の配布について

大震災被害支援活動の一環として
県シ連から推奨されているホテルです
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会員のひろば

第２７回守谷シルバーゴルフクラブ大会開催

５．サークル活動報告

梅雨真っただ中の６月３０日、晴天に恵まれた土浦カントリー倶楽部においてゴルフ大会が開催
されました。現クラブ会員２３名中２０名参加、全員健康でいることの喜びを身体全体に躍動さ
せ競技ができました。

優勝は野口和彦会員、準優勝は渡部正章会員、３位は山田宏会員。
その他、飛び賞、ドラコン、ニアピン等の「各賞」及び「参加賞」と盛りだくさんの賞を手にで
き、笑顔がこぼれる大会でした。（会長 渡辺泰助）

第２の故郷守谷を想い、CDを発表した第５班 矢沢 真会員へインタビュー

Ｑ 作詞活動を行うキッカケは？

Ａ 小学校時代まで遡りますね。
入学した時、先生の指導で
詩を作ることが大好きにな
り、それから、暇さえあれ
ば、詩作をやっていました。

Ｑ CDを出した動機は何でしたか？

Ａ 守谷に在住して２０数年、第２の故郷です。「夢開く守谷」を作詞しました。

北守谷公民館の管理をしていた時に出会った人との縁で作曲をしてもらう機会を

得ました。そしてCDデビュー、達成できて大変満足しています。

Ｑ 詩の中に「いちさと結ぶTX」と表現しています。どのような発想でしたか？
Ａ 茨城―千葉―埼玉―東京の頭文字 い・ち・さ・と を結ぶと発展する守谷に

ぴったりのイメージとなりました。自分でも、とても気に入ってるところです。
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カタツムリ、飼育して３年です！
第１班 福田 壌会員

私は６９歳。定年後、職業訓練所で造園学を学び当センターで植木屋さんを行っていま
す。あるお客様の庭木を剪定作業している時、２匹のカタツムリに出会いました。家に
持ち帰り孫二人に見せたところ、指に触ると引っ込む目に興味を示し「じいちゃん飼っ
てほしい」と頼まれ、それが始まりでした。
カタツムリの餌はキャベツ、人参。住居は虫篭、清潔に保つことが肝心（清掃が大変な
作業）。１年目、２匹が交尾、約１０日後に白色卵（約1mm）をたくさんキャベツの上
に産卵。それから半月後、１mm程度の黒い小さなカタツムリの赤ちゃん誕生です。
孫たちは、「ワアー可愛い♥」目をキラキラさせて覗いていました。飼い始めて2年目に
は２度目の産卵。孫達に、とても良い自然教育ができたと思いました。もちろん、私も
とてもいい経験でした。

今年、3年目。現在、親子３匹。それ以外は自然に戻しました。

キャベツ上に卵、その右に小さなは赤ちゃんカタツムリ
（←で示す）。つまようじと大きさ比較して下さい

手のひらにのせて遊ぶ
お孫さん

短歌／俳句／川柳

短歌
「朝顔が一輪開花！」と添えてありきみと引継ぐ当直日誌 原田義徳

俳句
薔薇園にカーテンコールの驟雨かな 永井文子
蟻の列乱す猫の手青葉風 小鷲渓子

川柳
紫陽花の花色変える涙雨 小島桂子
梅雨晴れにフル回転の洗濯機 小島桂子

「会員のひろば」原稿随時募集中！」
感想文・随想 ４００字程度、短歌・俳句・川柳、趣味の作品（ファックス、ハガキでの応募歓迎します）。

不明点は広報調査部までお問い合わせください。（Tel４８-８５９１ FAX４８－８９６５）

かたつむりの赤ちゃん
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事務局からのお知らせ

５月以降の配分金支払い日

(注) 上表で作業月が２ヶ月に亘っているのは、作業日報の締め日が、月のうち10日
締め、15日締め、20日締め、25日締め及び月末締めがあり、作業月が２ヶ月に
亘ることによるものです。

ボランティア活動日 （午前6時30分から30分とします）

場 所 日 程 日 程 日 程

新守谷駅前 8月はお休み 9月 5日(月) １０月 5日(水)

南守谷駅前 8月はお休み 9月20日(火) １０月20日(木)

作業日報提出のお願い
①就業先の当月作業が終わり次第事務局へ提出して下さい。ファクシミリ、メールでも
結構です。 FAX 48-8965 E-Mail  moriya-sc@tenor.ocn.ne.jp
締め日(当月就業の終りの日)が土・日・祝日の場合はセンターのポストに投函して
下さい.

②提出に際しては、「就業先」、「会員名」及び「会員番号」を忘れずに記入して下さ
い。

③配分金計算及び顧客先への請求書作成の基礎となるものです。正確に記入し、日数、
時間数など自主点検を十分行ってから提出して下さい。

平成２３年度会費について
事後報告ですが就業中の会員の皆さんは、６月度の配分金より会費を引落させて頂いており

ます。尚、未就業の会員の皆様で、まだ未納の方はお手数ですが、シルバー人材センターへお
納め下さい。

編集後記
節電の夏、辛いですね、電力削減１５％、国民的義務で省エネに協力しなければの意識改革が必須です。
そこで、簡単にできそうな省エネを列挙しますと
①エアコン設定２８℃保持（一番の効果発揮する） ②部屋の照明をこまめに切る ③冷蔵庫にものを
入れ過ぎないこと ④グリーンカーテン、すだれ、よしずの活用 ⑤風呂はシャワーだけで過ごす。
などなど、まだまだたくさんありますが・・・、いろいろと考えているうちに秋を迎えて涼しくなりま
すよ。私的には決して無理せず、おいしいものを食し体力つけて、この夏を乗り切るつもりです。
（福永記）。

作業月 6月～７月 ７月～8月 ８月～９月 ９月～10月

支払日 7月15日 8月15日 ９月15日 10月15日

お悔やみ申し上げます
平谷 実 会員 第６班 平成２３年６月１６日ご逝去 享年７６歳

ホームヘルパー２級講習会

７月７日（木）、市保健センターにおいて講習会の開講式が行われました。
講習会参加者は２２名。１０月２７日（木）の閉講式まで座学・１９日間、実習５日間、計
２４日間、長期間の講習会です。今年度募集の特徴は応募年齢を５５歳に引き下げたこと、
就職・就業条件を厳しくしたことです。

８


