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公益社団法人として認定されました
シルバーの皆さんの元気な
地域力に期待しています
守谷市長

皆さまに親しまれる身近な
団体としてお役に立ちます

会田 真一

理事長

平成 24 年度を迎えて

公益社団法人認定おめでと
会員の皆さん、本日をもって多事であった
うございます。
平成２３年度が終わり、４月から平成２４年
平成2年に会員31人の守谷町
度が始まります。
ミニ・シルバー人材センター

一ノ瀬

洵

かねて手続きを進めてまい
りました公益社団法人への移
行認定申請につきまして、こ
のたび、ようやく念願がかな

が発足して21年余、会員380人、事業実績1億

い、橋本茨城県知事の認定を受けることがで

8千万円の公益社団法人に成長されました。歴

きました。認定日付は平成24年3月26日であ

代関係者の皆さんのご尽力に心から敬意を表

ります。

します。

ここに、謹んで皆さまにご報告申しあげま

守谷市は、このたび住みよさ日本一のまち

すとともに、お寄せいただいたご声援に対し、

を再度めざして第2次総合計画を策定しまし

心からお礼申し上げます。

た。少子高齢化時代の諸課題に対応していく

今後は、より一層、皆さまに親しまれる身近

ためには、社会とのつながりを持った元気な

な団体としてお役に立つよう、役員をはじめ

高齢者の方々が多数おられることがとても大

職員、会員が心をひとつにして努力する所存

切で、シルバーの皆さんの元気な地域力には

でございます。

大いに期待しております。公益社団法人とし

なにとぞ倍旧のご支援を賜りますようお願

てのますますのご発展を願ってやみません。
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平成23年度

第２回通常総会報告

日

時：平成２４年３月２９日（木）
午前１０時〜１１時３０分
会
場：守谷市役所大会議室
会 員 数：２月末会員数 370 名
出席合計：291 名
（本人出席 68 名 委任状出席 223 名）
欠
席：79 名
出 席 率：78.6％

来
賓：守谷市副市長 橋本孝夫様
議
長：案浦 直 会員
議事録署名人：大手輝久 会員・高橋俊次 会員
議
事：別項の報告議案を全員異議なく了承
別項の議決議案を全員異議なく承認
報告議案（１）平成 24 年度事業計画について
（２）平成 24 年度収支予算書について
議決議案 役員の報酬総額の範囲について

沿 革

橋本副市長来賓挨拶
本年度第２回総会の開催
おめでとうございます。また、

守谷シルバー人材センターの歩み
H ２.12.19 守谷町ミニ・シルバー人材
センター創立 会員31人
大和田仁 理事長就任
人口36,427人

このたびの公益社団法人認定
は理事長はじめ会員の皆さま
の日頃のご努力が認められた
ものとお祝い申し上げます。
これからは少子化がますます進む時代です
ので、高齢者の方々に元気に暮らしていただ
かないと市は発展しません。市としても向う

H ５. １.25 会田真一理事長就任
H10.10.１

H14. ２.２ 市制施行

初代市長 会田真一
人口51,974人

三軒両隣りの絆を育てる等、種々の施策を講
じてまいります。
会員の皆さまのご健康とシルバー人材セン
ターのますますのご発展を祈念申し上げます。
（要旨）

守谷町シルバー人材センター
に改称 会員１２６人

H14.12.１

社団法人守谷市シルバー
人材センター設立
会員255人
安藤克治 理事長就任

H15. ４.１ 高橋豊直 理事長就任

一ノ瀬理事長挨拶
４月１日から、守谷市シルバー人材センター
は公益社団法人として新しく出発することになり
ました。また、同時に、指定管理者制度に基づく、
アクテｲオ・守谷市シルバー人材センター共同
事業体による公民館の管理運営がスタートいた
します。これは、ひとえに、守谷市当局をはじ
め関係各位のご支援の賜物と深く感謝申し上

H17. ８.24 つくばエクスプレス開業
人口53,700人

H22. ４.１ 一ノ瀬 洵 理事長就任
H24. ２.２ 市制施行10周年
人口62,881人

H24. ３.26 公益社団法人茨城県知事
認定取得

げますとともに、ご期待に沿えるよう精一杯
努力する所存でございます。
６月の総会で報告を予定しております今期業
績は、大震災の影響が心配されましたが、前年
度をやや上回る見込みであります。これもお客
様各位のお引立てと会員各位の努力の賜物で
あり、併せて厚くお礼申し上げます。（要旨）
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H24. ４.１ 指定管理者制度に基づく四公民館
管理運営開始 会員３７４人
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櫻咲いて
新しい公民館サービスが
はじまりました。

アクティオ・マナー研修体験記

そろいの
ベストで勤務

公民館のページ

公民館就業予定者が熱心に受講

アクティオのインストラクターによる講義とトレーニングの内容は十分に納得できるものでした。
講師と受講者の間、受講者と受講者の間でのスピーディでキレのある反復練習は緊張感と集中力を持続
させ効果満点でした。しかし、この手法は下手をすると反感をもたれ面従腹背現象も生じかねないのに、そ
うならなかったのは、実は、研修の入り口のところで、接客とはどういう仕事なのかについての懇切丁寧な
説明があったからです。
その結論は、マナーとは自分の心を形にしたものだという、年寄りならだれでも知っている周知のことな
のですが、講師の一方的な講義ではなく受講者との対話を通じて深めることで、自分ではそう思っていても
お客様に伝わらない表現と伝わる表現の違いを具体的につかむことができました。
3月24日土曜日の午前と午後に開催されたこの研修には理事長も参加し、４月から指定管理者制度のも
とで就業する会員が思いを新たにしていました。（高力庸吉会員記）

つぶやき
会員のつぶやきは毎号継続し
ますので、会員の多数の方の
つぶやきをお待ちしています。

＠Ｍ会員：アクティオ主催の「マナー研修」を受ける機会を得ました。研修を受けて
心配な点が吹っ切れ、自信を持って勤められそうです。研修の時アクティオの新
入社員と同席で、気分は新入社員でした。しかし、講師の方の講義を聞き、緊張
の連続でした。講師から指導された、次のポイントが大切だと思いました。
①マナー（目は笑って接する事）②お客様と接する態度（手の位置、お辞儀の仕方）
③言葉づかい（ドレミファソラシドの音階中、ソの音域を意識して話す）です。気持
ちを新たにして４月から新入社員の心意気で楽しく笑顔を忘れず努めようと思います。

メリット

公益社団法人になるメリットは何ですか？
大きく分けて税制上のメリットと社会的信用の増大という二つです。
公益目的事業に対しては法人税が非課税ですが、シルバーは 100％公益目的
事業ですから、非課税法人ということになります。
また、社会的信用については、社団法人に公益という二文字がつくだけですが、
かなり高いハードルを越えた団体だけが独占的にこの二文字を使えるのは大きな
メリットといえます。それに公益社団法人に移行している団体は J リーグとか盲
導犬訓練協会とか多分野にわたっていますから、全体としての社会的信用も高
まって、シルバーの事業展開に好ましい影響が生まれてくるでしょう。
もちろん、それなりの責任も大きくなるわけですけどね。
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安全スローガン

安全は

あたり前の

積み重ね

第 3 班 佐藤 恒雄会員

安全就業について
◆平成２４年度安全就業目標

「通勤途上・就業中事故 ゼロ」

守谷市シルバー人材センターの平成２４年度の安全就業目標は「通勤途上・就業中事故ゼロ」
に決まりました。「ゼロ」という目標には大変大きな重みがあります。この目標の達成に向けて
会員のみなさんの一層のご協力をお願い致します。

無災害記録
表示盤
4月10日現在

◆交通安全講習会開催
３月２９日総会終了後、取手警察署および安全協会による高齢者交通安全講習会が開催された。
生々しい交通事故現場の映像をみて、お話しを聞いて交通ルール、マナーを守ることの重要性を
改めて知ることができました。（写真 1）
カラー T シャツに順に黒網を被せ夕暮れを再現して運転者が発見しにくい服装色を説明。夕方
は紫色、灰色、黒色は見にくくなること、黄色と白色が安全な服装であることがわかりました。
（写真 2）

写真 1

事故現場状況説明

写真 2
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運転者が発見しにくい服装色説明
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こもんじょ

古文書は面白い

第 1 班 新井征史会員

守谷古文書サークルに入って４年、江戸時代の主に「守谷町や周辺の村々」の方が書き残し
もんじょ

た毛筆の書き付けなどを読んでいます。癖のある崩し字や虫食いなどもある文書も…。
３・１１以後は当地を襲った過去の洪水や自然災害の記録文書に挑戦。また旧家の所蔵する
文書にはン百年以前からの複雑な関係があって解読結果の活字化が難しいものもあり、その辺
りの気遣いの大切さを知りました。な

守谷町と書かれている

お冒頭に記したように、守谷は江戸時
代から「守谷町」。取手、水海道、笠間、
下館まで「村」であった時代に守谷が
「町」
だったことをご存じだったでしょうか。
興味のある方は私どもの「古文書解
読集」が図書館にありますのでご覧く
ださい。

つぶやき
会員のつぶやきは毎号継続し
ますので、会員の多数の方の
つぶやきをお待ちしています。

＠Ｗ会員：私はシルバーに入り、お年寄りの送迎を数年間担当させていた
だきました。故郷を離れて約40数年、それまでお年寄りと親身にかかわっ
たことがなく、初めは車の乗降時に手を貸すこともできませんでしたが、
だんだんと手を貸すことができるようになりました。今では、町で不自由
なお年寄りを見ればエスカレーター、バスの乗降時に自然と手を貸せるよ
うになりました。その変りようには家内からも驚かれています。私自身シ
ルバーの会員になり、仕事をして本当によかったと思っております。

文芸欄

短歌

つんと反り乳房のごとく筑波嶺は夕焼け空にひときわ高し

原田義徳会員

東 徹夫会員

俳句

彼岸会や以心伝心煙の中

東 徹夫会員

宮川 功会員

新芽吹く武士の声聞く城址

塩風に春駒駆けて母に添ふ

原田義徳会員

小鷲渓子会員

窓口へひとつクレーム年度末

宮川 功会員

痛む膝寄り来子猫に労られ

遅き春当り外れのツアー客

福永 浩会員

川柳

お前俺一人芝居で酒を飲む
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事務局からのお知らせ
新入会員紹介（3 月入会者）
会員
番号

氏

930

増田

光則

931

片野

治夫

名

班

会員
番号

氏

薬 師 台

1

932

小田部和夫

松 前 台

1

地

域

名

地

域

班

みずき野

4

配分金支払日と作業日報提出のお願い
作業日報提出時のお願い

配分金支払日

作業日報の締め日

5月17日

4月10・15・20・25・30日

6月15日

5月10・15・20・25・31日

7月17日

6月10・15・20・25・30日

作業日報は顧客への請求書および配分金の計算
の基礎となる重要情報です。
①就業先、会員番号、氏名は忘れずに
②日数、時間数は自主点検し、正確に
③締め日後は直ぐに事務所へ提出してください。

駅前清掃ボランティアの日（午前 6 時 30 分から約 30 分間

雨天中止）

新守谷駅前

5月 7日（月）

6月 5日（火）

7月 5日（木）

南守谷駅前

5月21日（月）

6月20日（水）

7月20日（金）

６月総会のお知らせ

公益社団法人守谷市シルバー人材センター

定時総会
平成24年６月20日
（水）午前 10：00 〜
24年度

於 常総広域地域交流センター
いこいの郷 常総（多目的ホール）TEL 48−3217

（老人福祉センター 白寿荘の跡地にリニューアルオープン）

公益社団法人

編集後記
編集後記
新芽が一斉に生育する季節を迎えました。気分がワクワクしてきます。この春
の芽吹きに合わせ記念すべき新年度がスタートです。
我が守谷市シルバー人材センターは３月２６日、茨城県知事から「公益社団法
人」の認定を受けました。今後のセンターは自覚と責任を持って存在感を示すと
ともに、市民の皆さんのお役に立つよう一層努力していきたいものです。信用が
大きくなることは等しく責任も重くなります。市民の皆様から、
「さすがシルバー
さんはよいですね」応援の声が聞かれるよう、私もがんばります。（福永記）
7

守谷市シルバー人材センター
〒302-0109 茨城県守谷市本町622-2
TEL 0297-48-8591 FAX 0297-48-8965
Eメール：moriyaｰsc@tenor.ocn.ne.jp
URL : http://www.moriyaｰsc.or.jp

編集／広報編集委員会
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仕事の発注を
お考えの方へ

「主な仕事の紹介」以外にお受けできるものもありますので、
お気軽に事務所にお問い合せください。

電話 0297-48-8591

広報・チラシ等
のポスティング

駐輪場・公民館等
施設の管理

植木の水遣り
植木の剪定
草刈り・草取り

せ
おしら

障子・網戸
の張替え

簡単な
大工仕事等

主な仕事の内容

独居老人宅等の
家事支援
家事手伝い

どんな小さな事でも
ご相談ください

施設等送迎車
の運転

●掃除・洗濯・買物・料理等
●留守番・電球の取替・家具等の移動
●粗大ゴミの搬出・火災警報器取付等

送迎車

リサイクル自転車
修理・販売

児童クラブ
保育補助
宛名書き
賞状書き

屋内外の清掃
屋内外の軽作業

●品だし・品揃え・野菜パック
●看板回収・カート回収・刃物研ぎ
●バッテリー交換・梱包等

入会をお考えの方へ

市内在住で、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。
お気軽に事務所へお問い合せください。

電話 0297-48-8591
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