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基本理念

自主・自立・共働・共助

シルバー農園でさつま芋の苗植え

エコキャップ運動
銀杏の枝切り

定時総会の受付風景

ペットボトルのキャップを
集めて世界の子供達にワク
チンを届けよう！！

ハウスクリーニング講習会
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平成 24 年度定時総会開催

（平成２４年５月２９日

平成 24 年７月発行

リ−パスプラザ）

議事内容

第1号議案 社団法人古賀市シルバー人材センター平成 23 年度事業報告
第 2 号議案 社団法人古賀市シルバー人材センター平成 23 年度決算報
告及び監査報告
第 3 号議案 公益社団法人古賀市シルバー人材センター定款の一部を改
正する定款
第 4 号議案 役員の選任（補選）
上記第1号議案から第 4 号議案まで、各議案毎に審議してそれぞれが満場
一致で可決された
1
2
3

報告事項

社団法人古賀市シルバー人材センター平成 23 年度予算実績比較報告
公益社団法人古賀市シルバー人材センター平成 24 年度事業計画
公益社団法人古賀市シルバー人材センター平成 24 年度収支予算

理事長挨拶

園

理事長

靖則

定時総会は皆様のご協力により無事終えることが出来、お礼を申し上げます。
さて、古賀市シルバー人材センターでは、会員の皆様のこれまでの経験を生かして
仕事をすることによって社会貢献を図り、活力ある地域社会つくりに寄与することで、
皆様の生き甲斐を充実させることを目標にしています。さらに現在では高齢者の生活
における収入面での重要な役割を担っており、年金政策や社会保障政策の不十分な
点を補完し、生活のセーフティネットの役割を果たしています。また古賀市シルバー
人材センターは、今年４月１日付けで公益社団法人となりました。さらに国や市から
の補助金の減額や契約額の減少等の諸課題を抱えております。これらの諸課題に対
しては、事業を再構築し課題を一つ一つ解決すべく努力しなければなりません。
今後ともセンターの事業に対し会員の皆様方の積極的な参加とご協力を得ながら
頑張りたいと思います。

今年の４月１日に、事務局長を任命されました矢野清隆と申します。
よろしくお願いします。
当センターは、平成 24 年４月１日から、公益社団法人として、新たな出発をしま
したが今一度、社会的存在意義が見直され、健全で、活力ある地域社会を支える
｢ シルバー人材センター」としての役割が期待されていると思います。高齢者が主
体となった ｢ 自主・自立・共働・共助」というシルバー人材センターの理念のもと、
会員の皆様と一体となって、公益社団法人古賀市シルバー人材センターの発展と健
全財政に尽くしたいと思いますので、会員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたし
ます。

「優良シルバー人材センター表彰」受賞
全シ協設立 30 周年記念式典において、当センターが ｢ 優
良シルバー人材センター」として表彰されました。これは、
安全就業への取り組みや、シルバー農園、そろばん教室、芽
ぶきの会（リサイクル）
、エアコン清掃など会員の参画の事
業や、奉仕作業等が評価されたものと思います。

事務局長挨拶

事務局長

矢野

清隆
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会員の声
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爽やかな気分で就業

岩田

一夫

私は、今年３月から、舞の里小学校で「環境整備」の仕事に携わっております。まだ３ヶ月の経験で
すから、会員の声としては不十分だと思いますが、率直な気持ちとしては、楽しくやらせて頂いており
ます。ちょっと不慣れでくすぐったい所は、学校の先生方から「先生」と呼ばれる事ですね。また、笑
顔で「お疲れ様・ご苦労様」等必ず声を掛けられ、温かい気配りを感じます。
子供達も、良く挨拶をします。
「こんにちは・さようなら」等実に爽やかな気分になります。仕事は、
これから夏場にかけて除草等暑さで大変かと思いますが、以前剪定班で経験しているので、凌げると思っ
ています。これからは、もっと子供達に積極的に溶け込んで行くようにしたいと思っています。将来を
担う子供達、しっかり育ってほしいと願いながら・・・。

シルバー人材センターに入会して

宮井

八重子

昨年の 12 月に仕事を辞め、ぶらぶらとしておりましたが、体を動かし頭を使わないといけないと思い、
４月に入会させていただきました。
５月 12 日に家事援助サービス研修会に参加させていただきました。私は、風呂場を掃除しました。水
道の蛇口の水垢の取り方、天井の高い所は、道具を使って拭く事等教えていただきました。廊下・階段
などの雑巾がけは、しっかりと少しきついくらいに絞って拭く事等、沢山勉強することが出来ました。
人様の家の掃除は、どこまでやればいいのか分かりませんし、気を使いますが、お客様に喜んで頂ける
ようにやれば大丈夫かなと思いました。今回勉強した事を忘れずにやっていきたいと思います。
「芽ぶきの会」にも入れていただき、早速、腕カバーとバッグの作り方を教えてもらいました。一日が
あっと言う間に終わるほど楽しい会です。

子供達と楽しく

佐藤

昌好

環境整備員として花鶴小学校で就業するようになってもう直ぐ２年になろうとしています。振り返っ
てみますと、いろんな事がありました。その中でも子供達と一緒にさつま芋掘りをした事です。子供達
は芋掘りを始める前から目が輝いていました。
「芋掘り始め」の合図で芋のつるを引っ張り合ったり、大
きな芋が出てくると、わいわいきゃーきゃーと、それは賑やかなものでした。それから一週間くらいし
て子供達から手紙が届きました。
「芋の掘り方を教えてくれてありがとう。家にもって帰って家族と食べ
ました。楽しかったです。
」
等書いてありました。私も返事を書きました。
「野菜やお花は水かけをしたり、
肥料をやったり気持ちをこめて育ててやれば必ず人の心が伝わります野菜やお花は正直です。皆さんも
愛情をこめて育てて下さい」と、そんな交流がしばしばあり、私も子供達に元気をもらいながら、業務
に携わっています。

明るい雰囲気が好き

古賀

智恵

ある日、「芽吹きの会」と言う、和服のリフォームやオリジナルなものを作って和気アイアイとされて
いる同好会があることを知りました。その同好会に入会するには、シルバー人材センターの会員になる
ことでした。昨年６月、入会説明会に参加し会員の資格を得ました。最初の仕事は、90 歳過ぎの一人暮
らしのお婆さまの部屋・風呂・トイレの掃除を１時間で終わらせることでした。それは本当に大変でし
たが、お婆さまの優さしさと、母の姿がダブって頑張ることが出来ました。お陰さまで「芽吹きの会」
にも入会させていただき、いろんな方の教えを請いながら、作品作りを楽しんでいます。また皆さんの
温かい思いやりが、とても居心地良く、明るい雰囲気が大好きです。会員になってみて、シルバーの方々
がこんなにも元気で活躍され、いろんな特技を持っておられる良さにも気付きました。

気持ちは若い芽吹きの会

田原

睦美

何か仕事がしたいと、シルバーに入って３年目になります。仕事のない月曜日と水曜日は、手作りの
会「芽ぶきの会」で皆さんと一緒に、着なくなった着物・帯から、洋服やバッグ・小物等を楽しく賑や
かに作っています。４月の作品展、11 月の「まつり古賀」に向けて一つでも多く出展したいと、頑張り
ました。今年の作品展も無事に終わり、今は「まつり古賀」に向けての作品作りに色々意見を出し合い
ながら準備しています。
「芽ぶきの会」に入って本当に良かったと、云われる人が多いです。着物・帯を
ほどきながら、これは、こんなデザインがいいねとイメージしています。私もシルバーに入会して本当
に良かったと思います。この年齢になっても
気持ちは若い
メンバーばかり、この絆を大切に「芽
ぶきの会」の一人として頑張って行きたいと思っています。本当にシルバーのパワーはすごいです。い
つまでも元気で楽しんでいけたらいいなと思っています。
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自転車を運転する会員の皆様は
次のルールをよく守って！！
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安全就業推進委員会からのお願い

1

自転車は、歩道と車道の区分のあるところは、原則、車道の左側通行をする。
（違反・罰則：３ヶ月以下の懲役又は５万円以下の罰金）
2 夜間は、前照灯及び尾灯をつける。
（違反・罰則：５万円以下の罰金）
3 飲酒運転の禁止（違反・罰則：５年以下の懲役又は100 万円以下の罰金）
※新たに改正・施行されたもの
1 携帯電話を通話しながらまた携帯電話等の表示された画像を注視しながら自転車を運転する行為の禁止
（違反・罰則：５万円以下の罰金）

第 18 回 作 品 展

来場者の半数は会員以外の人達
４月中旬に開催した作品展には、165 名の来場者
があった。販売コーナーを設け、値段のついた作
品も展示したところ、販売品は、品切れが出るほど
好評であった。次回は会員以外の人達にも、広く
作品応募を呼び掛け、シルバーのＰＲと一般の人
との更なる交流の場となるようにしたい。

除草作業へのお礼文
シルバー人材センターの除草作業会員御一同様へ
今日は、草取り作業、有難うございました。４人の除草作業会員の方々、
季節良き時期とは言え、暑い陽射しの中、ご苦労様でした。
日々少々の草取りや、畑の手入れにもなかなかのものです。これから
暑さ本番となりますので、くれぐれも体調に気をつけてご活躍くださ
いませ。季節ごとに草取りをして戴き感謝しています。
「全ての事を愛をもって行いなさい」（聖書：コリント人への第一の
手紙より）私たちは、この言葉が大好きです。日々生活する中での目
標でもあります。
事務・会員の方々は、お仕事がスムーズに進むようご尽力されて
いる事でしよう。皆さんの笑顔と挨拶と会話の中から感じる事が出
来ます。これからもよりチームワークを大切になさって内勤の方々、
現場の方々のご活躍を期待しています。
暑さ本番のこれからです。呉々も体調にお気をつけ下さいませ。
ではお礼まで。

今後の行事予定
・調理講習会
（９月中旬）
・普及啓発チラシ配り
（10 月３日）
・企業行政訪問
（10 月 12 日）
・奉仕作業
（10 月 14 日）
・安全運転講習会
（10 月 18 日）
・介護講習会
（10 月 23 日）
・古賀市健康福祉まつり
（10 月 21 日）
（芽ぶきの会出展）
・まつり古賀
（11 月 18 日）

