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　当センターは、守谷市の「公園里親事業」に加わり、
ＴＸ守谷駅東口の一部花壇の管理を担っています。
　守谷駅構内での放置自転車の啓発業務を担当する会
員が交代で花壇の管理をしています。
　写真は、昨年１１月下旬の植栽の様子です。

写真　栗原岩男会員明治神宮（守谷市中央二丁目）

守谷市から提供された

　　花の苗を植えました

大正五年、栄町に住む有志により明治天皇のご威徳を敬慕、遥拝所として奉祀した。守谷駅東口そばに鎮座している。
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年頭のご挨拶

 理 事 長  一ノ瀬　洵

　新年おめでとうございます。
　平成 29 年は大きな事故もなく、新春を迎えることができまし
た。

　これも会員各位の誠意の賜物と感謝する次第であります。 当シルバー人材センター
の地域社会に対する福祉・ボランティア活動も年を重ねるごとにその成果を挙げて来
ております。
　また、本年は守谷市の介護予防・生活支援サービス事業への参入を予定し、その体
制づくりを進める年でもあります。
　この一年、全国すべてのシルバー人材センター共通の合言葉である「安全はすべて
に優先する。」を胸に、実りある日々となるよう祈念し、年頭のご挨拶といたします。

明けまして

　　おめでとうございます

　シルバー事業を取巻く環境は、
昨年、国が｢働き方改革｣で指摘し
たように、少子高齢化・長時間労働・
働き方の多様化など、国全体の労

働環境が大きく変わる節目にあり、高齢者や女性の
就労領域がより幅広くなりつつあると期待されてお
ります。
　こうした中、シルバー事業の目的である、“高齢
者の生きがいの充実、福祉の増進と地域社会への寄
与”を胸に｢住みよい街ランキング｣１位の守谷市の
拠点シルバーとして、市民の皆様とともに、その一
翼を担ってまいりたいと思っております。
　また、この 1 年、事務局員一同、会員各位のご
協力のもと、安全・適正就業にいっそう努めてまい
ります。
　戌年の新年、皆様のご健勝をお祈り致します。

事務局長  松本良一

迎春
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理 事

理 事

理 事

一ノ瀬　洵
高力　庸吉
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鹿島　和枝
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松本　良一
佐伯　俊郎
亀﨑　義博
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瀬﨑愛由美
鈴 木 弘 子
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朽木　秀子
山之内荘六
坂内　武志
長野　克広
佐々木保昌

米田　邦弘
堀  浩
(保健福祉部長 )

事務所へは気軽にお立ち寄り
ください。
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安全就業コーナー

安全就業スローガン

事故防止 急ぐな あせるな 気を抜くな

◆安全祈願を行う
　１月９日（火）、一ノ瀬理事長
を始め役職員および植栽関係者が
八坂神社に参拝。今年１年間の無
事故を願い、安全祈願を行いまし
た。

◆植栽班長安全定例会議および
　安全対策委員会の合同会議開催

◆ヒヤリ・ハット体験談
剪定班 大手輝久会員：
　三脚梯子上で剪定作業中に大ハサミで枝を切る時、三脚梯子に挟まれていた枝が弾けて顔にビ
ンタをくらい、バランスを崩し、落下しそうになった。
　対　策　★三脚梯子を立てる時は、三脚梯子で枝を挟んでいないことを確認する。

　昨年１１月２９日 ( 水 )、植栽班長安全定例会議および
安全対策委員会を合同で行いました。剪定関係班長５名、
草刈り関係班長２名、草取り関係班長１名、事務局員３名、
安全担当理事２名の計１３名が参加し、現在の受注状況や
当センターで発生した傷害保険適用対象の通勤途上事故お
よび就業中事故の原因とその対策について、また、植栽関
係作業において危険と思われる場所のリストアップ、およ
び草刈り作業中の飛び石による事故「ゼロ」などについて
話し合いました。

◆安全パトロールを実施
　昨年１２月２０日 ( 水 )、一般家庭の剪定作業および草
刈り作業の職場を安全対策委員５名による本年４回目の抜
き打ち安全パトロールを実施しました。
　今回は安全装備の着装、飛び石対策、三脚梯子の固定、
および作業中の道具の整理整頓などの安全就業状況の確認
を行いました。
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家事支援制度研修会を開催

　昨年１２月２日 ( 土 )９時３０分から家事援助サービスに就業している女性会員１８名の参加を
得て、第１回目の家事支援制度研修会が当センター会議室で開催されました。
　この研修会は、守谷市が昨年４月から始めた「介護予
防・日常生活支援総合事業」に基づき、軽度の要支援者
への掃除・洗濯等の生活支援サービスの実施に向けて、
当センターの役割や体制づくりを含めた、関係会員の研
修を行う趣旨で開催したものです。
　講師に守谷市介護福祉課地域包括支援センターの稲葉
所長及び芳師渡係長を招き、守谷市の新たな家事支援制
度について、詳しくお話しを伺いました。
　なお、第２回目の研修会は２月３日 ( 土 ) に開催され
ます。

地域班会議の結果報告

　１０月、１１月に８地域（大野・大井沢地域は合同）で地域班会議が実施され、変化する社会環
境の中でのシルバー人材センターと地域班の役割について、会員の皆様と以下のような意見交換を
行いました。

◆会員の理解と協働を推進する情報共有活動を推進してはどうか
　⇒ アンケートなどで会員の意向を反映したシルバー人材センター
　⇒ 情報の見える化を図り、対話を活発化すること
◆新規事業を掘り起こす分野はある
　⇒ 例えば、福祉関連の単純業務、公民館施設利用のＩＴ化、お墓管理
　⇒ 地域の活性化（公園管理業務）に関る業務の事業化、など
◆居場所づくりの受け皿としての役割は他にもあるので、棲み分けできるか疑問
　⇒ 自治会単位などでできない企画
　⇒ ＮＰＯなど新規立ち上げをしなくともすでに受け皿として存在
◆各職場で直面している課題解決の支援要請

　会員各位から頂戴した貴重なご意見を参考にして、みんなで一緒に
守谷シルバー人材センターの未来を切り拓いていけることを願っています。
　引き続き、会員各位のご理解とご支援をお願い申し上げます。

研修会受講風景

☆☆☆新しい仲間を紹介します☆☆☆ （11月30日～平成30年1月17日） （敬称略）

会員番号 氏　　　名 地　区　名 会員番号 氏　　　名 地　区　名
1335

1336

赤 倉 五 郎
成 井  　　治

立  沢
御 所 ケ 丘

酒 田 稔 明 本  町1337
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親睦会より 謹賀新年

銀の会 (手芸 )昼食懇談会 12月12日（火）　会津にて銀の会 (手芸 )昼食懇談会 12月12日（火）　会津にて銀の会 (手芸 )昼食懇談会 12月12日（火）　会津にて

しあわせ会(カラオケ)忘年会しあわせ会(カラオケ)忘年会しあわせ会(カラオケ)忘年会

12月10日（日）　どんじゅうにて

シルバー会員がスーパーマーケットの
お客様よりお褒めの言葉を頂きました！
　市内のスーパーマーケット内の「お客様の声」コーナー
に当センターの就業会員へのお客様のお褒めの言葉が掲
載されました。
　これは、当センター会員全体のよろこびです。もっと、
もっと褒めていただけるようがんばりましょう。

親睦会新年会 1月15日（月）親睦会新年会 1月15日（月）親睦会新年会 1月15日（月）

デュープレックスセミナーホテルにて

　銀の会は 12 月 12 日昼食
懇談会を開催し、今後の活
動について意見交換しまし
た。
　同日、フリーマーケット
の売上金と手芸品の一部を
守谷市社会福祉協議会に寄
付しました。

親睦会　会　長　東　徹夫　　しあわせ会　 代　表　東　徹夫　　銀の会　代　表　古村信子
　　　　幹　事　田中文夫　　ゴルフクラブ 会　長　渡辺泰助
　　　　会　計　古谷照雄
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　公民館勤務も残り少なくなりました。ス
タート時は、不安なことが多々ありました
が、メンバーの皆さんと協力して業務を遂
行することが出来ました。メンバーの皆さ
んには、感謝、感謝、感謝です。
　ソフトボールを行って体力を維持し、問
題なく業務を終えたいと思います。
　今年もよろしくお願いします。

会員から新年のメッセージが届きました

櫻井幹郎会員
あけまして
　おめでとうございます

あけまして
　おめでとうございます

あけまして
　おめでとうございます

あけまして
　おめでとうございます

　シルバー人材センターに入会し、家事援
助のお仕事をさせていただき、いろいろな
方との出会いがあります。
　みなさん、良くしてくださり、続けてく
ることができました。
　これからも健康に気をつけて、趣味の日
本舞踊も楽しんでいこうと思います。
　今年もどうぞよろしくお願い致します。

岡田クニ子会員

　守谷に居住して六年が過ぎ、シルバー人
材センターを通じてたくさんの人と出会え、
楽しい生活を送る事ができています。
　今年の目標は、昨年から始めた夫婦での
ラジオ体操を継続することです、最近は健
康が一番と痛感しています、衰える気力・
体力を少しでも維持することを心がけてい
きたいと思います
　今年もよろしくお願いいたします。

鮒子田裕明会員

　３年間という公民館勤務、当初は大丈夫か
な、との心配をよそに、後３ケ月で任期を迎えま
す。年齢や環境が違う方々との出会いがあり、
驚き、楽しみと勉強をさせて頂き、この年齢で働け
る喜びを感じております。やはり働くことは社会と
のつながりを持つことで、私にとり、とてもエネル
ギーが湧いてくるものです。
　今年も絵手紙、アレンジメントフラワー、ワイヤ
アートと趣味もさることながら、健康に気を付け、
仕事を続けていきたいと思っております。

中　令子会員

ゴルフクラブからのサークルだより　第52回ゴルフコンペ報告

　11月 16日（木）、筑波東急ＣＣで、25名が参加して開催し、成績は次の通りでした。

　次回は平成30年3月15日(木)、
筑波東急ＣＣで行う予定です。

優　勝　西川洋一会員

２　位　君島　實会員

３　位　上野有硯会員

左から上野会員、西川会員、君島会員 和気あいあいの表彰式
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駅前清掃ボランティアの日（午前7時から約30分間　雨天中止　1月と8月はお休み）

新守谷駅前（駐輪場側歩道橋）
南守谷駅前（駐輪場側ロータリー）

2月  5日（月）
2月20日（火）

3月  5日（月）
3月20日（火）

4月  5日（木）
4月20日（金）

　私達、シルバー会員は毎月２回、早朝７時から約 30 分間、新守谷駅前と南
守谷駅前で清掃活動を行っています。
　会員の皆さん、朝の駅前清掃ボランティアに参加しましょう。 参加される方
は軍手をご用意願います。平成 30年２月～4月の予定は下表のとおりです。

駅前清掃ボランティアに参加しよう！

作業日報提出時の注意事項等について

作業日報提出時
の注意事項

就業先締日の種類

作業日報は就業先への請求書および配分金計算のもととなる非常に重要な情報です。
①就業先、会員番号、氏名、日数、時間数は忘れずに、正確に確認して下さい。
②就業先の作業日報締日の翌日に事務局に持参願います。
なお、毎年 6月支払いの配分金においては、当センター会費 1,200 円と親睦会会費 500円
の合計 1,700 円が控除されます。また、6 月に配分金の支払いがない会員 (未就業者 )
につきましては、会費の控除ができませんので、6月末日までに 1,700 円を事務局まで
ご持参願います。

平成２9年度 事業運営報告　（平成29年4月～12月）
会員数・就業状況 事　業　実　績

会員数

公共受注額

民間等受注額

受注額合計

受注件数

就業実人員

就業率

男　性 女　性 合　計

29年度

28年度

29年度

28年度

29年度

28年度

29年度

28年度

29年度

28年度

29年度

28年度

29年度

28年度

319名
330名
250名
237名
78.4％
71.8％

95名
103名
67名
77名
70.5％
74.8％

414名
433名
317名
314名
76.6％
72.5％

34,526千円
36,025千円
110,238千円
108,219千円
144,764千円
144,244千円

2,043件
2,023件

（注）派遣事業分を除く

事務局だより

配分金の支払日の前月の１０日、１５日、２０日、２５日、末日等就業先により異なります。

配分金の振込日 配分金の振込日は、原則として毎月１５日です。ただし、１月と５月は１７日です。
振込日が土・日・祝日の場合は、順次繰り下げた平日になります。

利根川河川敷クリーン作戦のボランティア募集
　来たる３月４日（日）9：00集合、9：30～11：00、
第１8回利根川河川敷クリーン作戦(＊)が行われます。
　当センターでは、ボランティアを募集しますので、
奮ってご参加願いします。
　協力できる会員は、
　事務局（電話 0297－48－8591）まで、ご一報くだ
さい。
（＊）主催：利根川河川敷環境保全実行委員会、
　　共催：守谷市、
　　協力：当センターほか 写真は昨年のクリーン作戦参加者
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剪
定
・

除
草
等

段ボールの整理
網戸の清掃
家周りの整理
敷地内の側溝清掃

チ
エ
ブ
ク
ロ
ー

本棚・組立家具等の組立て
フローリング床への張替え
グリーンカーテンの取付け
花壇のレンガ積み修理
絵画等の取付け
ドアの蝶つがいの調整
すだれ用フックの取付け
ウッドデッキの解体・補修

玄関前のコンクリ階段増設
ブロック修繕・増設
物置の壁板修理・屋根波板交換
高所カーテンの取付け・取外し
階段・廊下等手すりの取付け
ふじ棚の製作
蛍光灯・電球等の交換
住宅用火災警報器の取付け

朝のごみ出し代行

作業内容 （料金は事務費・税込みの目安です。材料費等はお客様負担となります。）

障子・網戸の張替え料金例
（並サイズ 90×180cm 1 枚）
障子 1,400 円より 網戸 2,500 円より
センター指定の材料費と運搬費込みです

修
理
・
工
作

玄関周りの清掃
料金例
1 人 1時間
 1,050 円より

清
掃

家周りの枯葉・落葉の清掃
池の葉の除去
イベント会場の清掃

刈払機による草刈り
手による草取り
鉢植を地植にする
庭木・花壇の水やり

花壇の土つくり
隣地はみ出しの枝切落し
台風倒木の伐採（太さ30cm以内）
大根や白菜等の収穫

庭木の剪定
料金例
1 人 1時間
 1,270 円より

移
　
動

家
　
事

そ
の
他家具 . 冷蔵庫等の移動

引越の手伝い
イベント手伝い
チラシ配り

電話番
宅配収納

お引受け
できない
仕事の例

①危険な作業（フォークリフト等の作業、高木の剪定作業、除草剤作業等）
②高度な仕上げのレンジ・エアコン等の清掃、高度な大工仕事、ベビーシッター等
③人や荷物の車による運搬（道路運送法等） ④電気工事（電気工事業法等）
⑤人や車の交通誘導・警備・監視業務（警備業法）

掃除･洗濯･買物等
の代行料金例
1 人 1時間 
1,050 円より

空家･空地の
見守り料金例
1 回 1,050 円より

粗大ごみの搬出
料金例

（屋内→玄関先）
1人1回 2,100円より

シルバー人材センターは市役所、市内の企業、事業所等からさまざまな仕事をお引き受けしておりますが、ご
家庭でのちょっとしたお困りごとなどについてもご相談を承っております。蛍光灯・電球の交換、荷物の移動、
掃除、洗濯、草刈りなどが自分で出来ない、しかし専門業者にお願いするほどでもない、だけど頼める人がい
ないなどの小さなお困りごとがありましたらお気軽に、守谷市シルバー人材センターにご相談ください。お役
に立てる『シルバーちょこっと仕事人』がお伺いし作業をお引受けいたします。これまで実績のある作業を下
表にまとめましたのでご用命の参考にしてください。なお、シルバー人材センターは、60歳以上の会員制組織
ですので、作業できる会員が退会した場合や、危険な作業、専門業者的な作業および法律等によりお引受け出
来ないことがありますので、あらかじめご理解をお願いします。 【2版】 NO.170801

市内在住で、原則60歳以上の健康で働く意欲があり、センターの目的・趣旨に賛同
される方の入会をお待ちしております。 
◆毎月、第１・第３木曜日（祝日等で開催されない場合もあります）に入会説明会を
　開催しております。
◆開催時間は午後１時半から３時頃まで。 　◆出席を希望される場合は事前に
　ご連絡ください。　◆連絡先は 電話0297-48-8591

公益社団法人 守谷市シルバー人材センター会員募集！


