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設立 30 周年
記念特集

基本理念

自 主

自分のものとして考える

共 働

共に力を合わせて働く

自 立

自分たちの力で育て行動する

共 助

共に助け合う
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（公社）古賀市シルバー人材センター
靖則
理事長 園
公益社団法人古賀市シルバー人材センターは、お蔭をもちまして今年度、平成 29
年４月で設立 30 周年を迎えました。
当センターは、昭和 63 年 4 月に社団法人として旧中央公民館研修棟に事務所を設
立し、平成 5 年 4 月に現在の事務所（古賀市高年齢者労働能力活用センター（旧旅
館「新月亭」跡地）
）に移転、平成 24 年 4 月からは公益社団法人へと移行しました。
顧みますと、当センターは、古賀市当局のご指導、ご支援のもとに 60 歳以上の会
員の豊富な経験と能力を活用し、地域社会の担い手として就業することによって、
会員の生きがいを充実させることを目的として設立されました。設立当初 169 名であった会員数は、平成
29 年 4 月現在 319 名を数え、充実したセンターに成長してきました。これも偏に国、県そして市当局のご
支援と会員・役職員の皆様の積極的な事業参加によるものでありますと共に、発注者の皆様方のご理解、ご
協力の賜物と深く感謝し、厚く御礼申し上げます。
少子化・超高齢社会が現実となった今日、様々な分野において女性や高齢者の活躍が必要不可欠で、シル
バー人材センターに対する期待と要望は一段と高まっています。
この設立 30 周年という大きな節目を迎え、更なる地域社会に信頼されるセンターへ発展するために会員
の増強、就業の拡大、安全就業の確立、会員互助会の充実等に会員・役職員が一体となって努力していく覚
悟でございます。
今後とも、当センターの発展、充実のため、関係各位のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

（公社）福岡県シルバー人材センター
連合会会長 櫛井 正喜
公益社団法人古賀市シルバー人材センターが、設立 30 周年という記念すべき大き
な節目を迎えられたことを心からお祝い申し上げます。
貴センターは、昭和 63 年４月に設立されて以来、健康で働く意欲のある高齢者に
就業機会を提供し、高齢者の生きがいの創出を図ると共に、地域社会に多大なる貢
献をされました。
この間、古賀市シルバー人材センターの発展にご尽力されてこられました園理事
長をはじめ、歴代の役員の皆様に深甚なる敬意を表します。
さて、現在、我が国はどの国も経験したことのない少子高齢化社会が進んでおり、働き手、地域社会の担
い手をいかに確保するかが我が国の将来を握る大きな課題とされています。
そのような状況の中、高齢者の有する知識と経験を活かしながら長年にわたり地域を支え続けている
シルバー人材センターには、地域社会を維持・発展させる力として大きな期待が寄せられています。
貴センターでは、平成２４年度の公益法人移行以来、積極的な社会貢献活動に取り組むとともに、 「ワ
ンコインサービス事業」
、
「空き家・空き地安心サポートサービス事業」
、
「農業支援事業」
、
「シルバー農園」
、
さらには独自事業として実施している「リサイクル事業」など、市民生活のニーズを的確に捉えながら地域
に密着した事業展開を図り、その期待に応えてこられました。
１億総活躍社会を目指す中で、今後ともシルバー人材センターの役割は、ますます大きくなり、また、活
躍を期待される分野もますます拡大していくものと思われます。
まずは、会員の増強に全力で取り組み、これらの期待に応えていく必要があるのではないでしょうか。
祈念すべき 30 周年を一つの契機とし、
貴センターの皆様が生涯現役社会づくりのトップランナーとして、
古賀市発展のために大活躍されることを大いに期待するものでございます。
最後になりますが、貴センターの今後ますますのご発展と、園理事長をはじめ、役職員の皆様、会員の皆
様のご健勝・ご多幸を祈念し、設立 30 周年に寄せる言葉といたします。
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古賀市長

中村 隆象

古賀市シルバー人材センターの設立３０周年を心よりお喜び申し上げます。貴センタ
ーにおかれましては、古賀市における高齢者の就業機会の確保や、生きがいづくりの充
実と福祉の増進を図る中核的な団体組織として確固たる基盤を古賀市で確立されてき
ました。これもひとえに歴代役員方のたゆまぬ努力と会員皆様のご尽力の賜物であり、
ここに感謝と敬意を表するものであります。
日本の労働力人口の減少については、ずいぶん前から心配されていましたが、ここ数
年前から急速に現実化してきました。日本人の平均寿命が今後も伸びていく中で、働く
年数も相応に伸びていくのは当然のことであります。高齢になってもいかに体力を維持させるか、あるいは
体力が落ちていくとしても、いかに働き続けていくかという命題が我々には課せられています。
この問題の解決策は、４つあると思っています。その第１番目は、高齢者の人材活用、２番目は女性の社
会進出、３番目はロボットとＩＴによるリノベーション、４番目は外国人の高度人材の活用だと考えますが、
やはり、現在、この問題をもっとも迅速・有効に解決するためには、高齢者の皆様が豊かな経験と知識、卓
越した技能を活かし、社会を支える重要な担い手として地域社会で活躍されることが大変重要となります。
そうした社会動向の中で、貴センターの役割はますます高まっていくと考えております。
また、近年では貴センターにおかれましては、スマートフォンを利用した市民からの保育依頼、空き地・
空き家安心サポートサービス、ワンコインサービスなどにも対応されているとお聞きしています。行政では
対応しきれない市民ニーズに柔軟にご対応いただき大変感謝しています。
古賀市といたしましては、会員の皆様がより一層就業活動、ボランティア活動などに幅広くご参加いただ
けるよう、今後も貴センターの運営を支援してまいりたいと考えております。３０周年の節目を迎え、貴セ
ンターにおかれましては、
「自主」
、自立」
、
「共働」
、
「共助」の理念のもとに継続して地域でご活躍いただき、
さらに充実した活動を展開されることを期待いたしています。最後に、古賀市シルバー人材センターの今後
ますますのご発展と会員皆様のご健勝、ご多幸を心からお祈りいたします。

古賀市議会議長

結 城 弘 明

公益社団法人古賀市シルバー人材センターが創設 30 年を迎えられましたことに対し、
古賀市議会を代表しまして心よりお祝いを申し上げます。
貴センターが公益社団法人となり５年が経過しますが、定年後の社会参加に意欲的で
元気な高齢者を対象に就業の機会を提供することにより、個人の生き甲斐と活力ある地
域づくりに寄与するとの目的を実践し、貢献されましたことに対し、心より感謝と敬意
を表する次第であります。
長寿社会の進行と共に誰もが生き甲斐を求め、元気高齢者の永く社会に貢献したいとの受け皿、即ち貴セ
ンターの充実発展は「安全安心のまちづくり」において最も重要な位置にあります。
議会においては、古賀市に住みたい・古賀市に住んでよかったと言えるまちづくりをめざしているところ
でございます。
やがて日本は、少子超高齢化社会が加速度的に進行し、2025 年問題は総ての自治体においても喫緊の課題
であります。古賀市において、健康寿命延伸を命題とし、推進する中、貴センターは国家提唱の一億総活躍
社会要求の一翼を担う重要なポジションにあり、市民の期待は拡大しております。
結びに、退職高齢者は、人生経験豊かで豊富な技能、技術を有する貴重な人材であります。
「自主・自立・
共働・共助」の理念の基、時代に沿った工夫・改善を重ね、推進発展される事を願い、併せ貴センター会員
の皆様の今後のご活躍・ご健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。
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１０年の歩み（２０周年以降）

平成 19 年度

設立 20 周年記念式典

４月９日～１３日 第１３回会員作品展開催（出展数１１５）
４月２４日 第１回理事会（年７回開催）
５月２２日 通常総会（中央公民館大ホール）
７月２６日 安全パトロール（年６回実施）
８月３１日 掃除講習会
９月 ５日 調理講習会
９月２５日 第４回日帰りバスツアー（伊万里・梨狩り）
１０月 ４日 チラシ配布（舞の里地区）
１０月２１日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月２１日 接遇研修会
１０月３１日 高齢者安全運転講習会
１１月 ４日 まつり古賀参加・古賀市制１０周年記念パレード参加
１１月１６日 三者交流会（事業所担当、会員、シルバー役員）
１１月２７日 設立２０周年記念式典（中央公民館大ホール）
設立２０周年記念特集号の発行（６００部）
１月１２日 第２０回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
３月 ２日 第１９回親睦旅行（阿蘇内牧温泉と熊本城）

福岡県警カラーガード隊

平成 20 年度

親睦旅行（山口湯本温泉）

４月１４日～１８日 第１４回会員作品展開催 （出展数１５９）
４月２４日 第１回理事会開催（年７回開催）
４月２５日 安全パトロール（年１０回実施）
５月２７日 通常総会（中央公民館大ホール）
６月１１日 調理講習会
６月１６日 介護講習会
７月 ２日 掃除講習会
９月 ８日 剪定講習会
９月１１日 日帰り旅行（浮羽巨峰狩り、九重夢大吊橋）
１０月 ３日 チラシ配布（古賀団地・日吉台地区）
１０月１７日 企業への表敬訪問
１０月１９日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月２９日 高齢者安全運転講習会
１１月２０日 まつり古賀参加
１月１０日 第２１回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
２月１８日 調理講習会
３月 １日 日親睦旅行（山口湯本温泉と萩の町並み）
３月１１日 掃除講習会

草刈り機取り扱い講習会

平成 21 年度

役職員視察研修（佐伯市ＳＣ）

刃物研ぎ講習会

４月１３日～１７日 第１５回会員作品展開催（出展数１４０）
４月２４日 第１回理事会（年６回開催）
５月２６日 通常総会（中央公民館大ホール）
８月２４日 掃除講習会
９月２５日 介護講習会
９月２４日 役職員研修会
９月３０日 日帰り旅行（梨狩り・キリンビール工場 他）
１０月 ２日 チラシ配布（小竹区）
１０月１４日 調理講習会
１０月１５日 高齢者安全運転講習会
１０月１６日 企業への表敬訪問
１０月１８日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１１月１５日 まつり古賀参加
１月 ９日 第２２回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
１月２２日 調理講習会
２月１９日 掃除講習会
２月２８日 親睦旅行（肥前鷹島大橋と平戸）
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１０年の歩み（２０周年以降）

平成 22 年度

安全パトロール

４月１２日～１６日 第１６回会員作品展開催（出展数２３３）
４月２３日 第１回理事会（年６回開催）
５月２５日 通常総会（中央公民館大ホール）
５月２７日 安全パトロール（年６回実施）
７月２０日 掃除講習会
９月１７日 介護講習会
９月２９日 日帰り旅行（防府天満宮）
１０月 ４日 チラシ配布（舞の里地区）
１０月１４日 企業への表敬訪問
１０月１７日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月２１日 調理講習会
１１月１４日 まつり古賀参加
１１月１５日 掃除講習会
１１月１７日 高齢者安全運転講習会
１月 ８日 第２３回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
２月 ４日 調理講習会（中華料理）
２月２７日 親睦旅行（竜馬ゆかりの地『長崎』
）

企画提案型事業説明会

平成 23 年度

まつり古賀参加

４月１８日～２２日 第１８回会員作品展開催（出展数１０６）
４月２５日 第１回理事会（年６回開催）
５月２４日 通常総会（中央公民館大ホール）
７月２１日 安全パトロール（年７回実施）
８月２６日 掃除講習会
９月１２日 介護講習会
９月２８日 日帰り旅行（小鹿田焼とサッポロビール工場）
１０月 ３日 チラシ配布（美明、花鶴丘地区）
１０月１４日 企業への表敬訪問
１０月１６日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月１９日 高齢者安全運転講習会
１０月２１日 調理講習会
１１月２０日 まつり古賀参加
１月 ７日 第２４回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
２月２４日 調理講習会
２月２６日 親睦旅行（阿蘇内牧温泉とサントリービール園・熊本城）
２月２８日 掃除講習会

シルバー農園

平成 24 年度

高齢者安全運転講習会

会員囲碁将棋大会

４月

１日

公益社団法人へ移行

４月１６日～２０日 第１９回会員作品展開催（出展数１０１点）
４月２６日 安全パトロール（年１１回実施）
５月 ９日 第１回理事会（年６回開催）
５月１２日 掃除講習会
５月２９日 定時総会（中央公民館大ホール）
６月２２日 調理講習会
７月２３日 介護講習会
９月１０日 調理講習会
９月２１日 「認知症」に関する講習会
９月２６日 日帰り旅行（血の池地獄見学）
１０月１４日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月１１日 高齢者安全運転講習会
１０月２１日 健康福祉まつり参加
１０月２２日 介護講習会
１０月２９日 草刈り機使用者研修会
１１月２０日 まつり古賀参加
１１月２２日 清掃講習会
１月１２日 第２５回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
２月２４日 親睦旅行（人吉と天草）
２月２８日 掃除講習会
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１０年の歩み（２０周年以降）

平成 25 年度

４月１５日～１９日 第２０回会員作品展開催（出展数８５）
４月２５日 第１回理事会（年６回開催）
５月２８日 定時総会（中央公民館大ホール）
５月３０日 安全パトロール（年１１回実施）
７月２５日 清掃講習会
８月３０日 介護講習会
９月１１日 調理講習会
９月２６日 日帰り旅行（鹿島祐徳稲荷神社と嬉野温泉）
１０月１３日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月２０日 健康福祉まつり参加
１１月 ６日 企業への表敬訪問
１０月１１日 高齢者安全運転講習会
ギンナン袋詰め
１１月１３日 チラシ配布（シルバー人材センター周辺地域）
（まつり古賀にて販売） １１月１７日 まつり古賀参加
１１月２２日 清掃講習会
１１月３０日 歩こう会（天拝山）
１２月 ４日 調理講習会
１月１１日 第２６回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
２月２３日 親睦旅行（岩国錦帯橋散策と周防大島）
３月１８日 介護講習会
３月２０日 チェーンソー使用者講習会

奉仕作業（分別ごみ拾い）

平成 26 年度

チェーンソー取扱い講習会

芽ぶきの会作品販売

平成 27 年度

平成２７年度定時総会

県シ連安全就業促進大会

４月１４日～１８日 第２１回会員作品展開催（出展 １２６点）
４月１７日 安全パトロール（年１０回実施）
４月２８日 第１回理事会（年６回開催）
５月２７日 定時総会（中央公民館大ホール）
６月１９日 清掃講習会
７月１７日 介護講習会
８月１９日 安全大会、接遇研修
９月１１日 調理講習会
９月１９日 日帰り旅行（呼子と文化財見学）
１０月 ７日 チラシ配布（美明、花鶴丘地区）
１０月１２日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月１９日 健康福祉まつり参加
１０月２３日 高齢者安全運転講習会
１０月２６日 スカットボール大会（千鳥苑大広間）
１１月 ５日 企業への表敬訪問
１１月１０日 スカットボール大会（千鳥苑大広間）
１１月１３日 チラシ配布（美明、花鶴丘地区）
１１月１６日 まつり古賀参加
１１月２２日 清掃講習会
１２月 ９日 清掃講習会
１月１０日 第２７回新年合同交流会（国民宿舎ひびき）
１月２３日 介護講習会
２月２２日 親睦旅行（平戸と生月）
４月１３日～１７日 第２２回会員作品展開催（出展数３０）
４月２７日 第１回理事会（年６回開催）
５月２６日 定時総会（中央公民館大ホール）
７月３０日 安全パトロール（年８回実施）
６月１９日 清掃講習会
７月１７日 介護講習会
９月１０日 調理講習会
９月３０日 清掃講習会
１０月 ５日 チラシ配布（舞の里地区）
１０月 ６日 安全大会
１０月 ８日 高齢者安全運転講習会
１０月１１日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月１６日 日帰り旅行（
「花燃ゆ」ゆかりの地）
１０月１８日 健康福祉まつりへ参加
１０月２４日 スカットボール大会（千鳥苑大広間）
１１月 ４日 企業への表敬訪問
１１月１５日 まつり古賀参加
１１月１０日 介護講習会
１２月 ８日 清掃講習会
１月１０日 第２８回新年合同交流会（久山温泉「夢家」）
２月２３日 介護講習会
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１０年の歩み（２０周年以降）

平成 28 年度

奉仕作業出陣式

４月１１日～１５日 第２３回会員作品展開催（出展数８３）
４月１３日 安全パトロール（年８回実施）
４月２８日 第１回理事会（年６回開催）
５月２４日 定時総会（中央公民館大ホール）
７月２５日 清掃講習会
９月１６日 調理講習会
１０月 ３日 日帰り旅行（豊後森機関庫と湯布院散策）
１０月 ４日 チラシ配布（花見南地区）
１０月 ９日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月２２日 スカットボール大会（千鳥苑大広間）
１１月 ４日 企業への表敬訪問
１１月１６日 安全大会
１１月２０日 まつり古賀参加
１月１４日 第２９回新年合同交流会（久山温泉「夢家」）
１月１９日 清掃講習会
３月２４日 介護講習会
３月２４日 草刈講習会

普及活動（チラシポスティング）

平成 29 年度

人材育成事業（剪定講習会）

４月 １日 就業開拓創出委員配置
４月１４日～１８日 第２４回会員作品展開催（出展数７３）
４月１２日 安全パトロール（年１２回実施）
４月２７日 第１回理事会（年６回開催）
５月２３日 定時総会（交流館多目的ホール）
８月３０日 清掃講習会
９月１３日 調理講習会
１０月 ２日 日帰り旅行（大任町道の駅と日田温泉）
１０月 ４日 チラシ配布（古賀北・南・中川地区）
１０月 ８日 奉仕活動（市役所周辺の清掃）
１０月１０日 人材育成事業（介護予防）
１０月１５日 健康福祉まつり参加・ＰＲブース開設
１０月２１日 スカットボール大会（千鳥苑大広間）
１１月 ６日 企業への表敬訪問
１１月１２日 まつり古賀参加
１１月１４日 人材育成事業（剪定）
１１月２１日 安全大会
１月１３日 第３０回新年合同交流会（久山温泉「夢家」）
１月１７日 清掃講習会
３月２４日 草刈講習会

パソコン教室

スカットボール大会

まつり古賀参加

安全大会

新年合同交流会
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お客様からの言葉

岡 部 機 械 工 業 株 式 会 社
常 務 取 締 役

城 野 琢 己 様

公益社団法人古賀市シルバー人材セン
ター設立３０周年を迎えられ、心よりお

喜び申し上げます。
貴センターとは発足当時からのお付き
合いで、あれから３０年の月日が経った
かと思うと感慨深く感じております。ま
た、今日のご発展を迎えられましたこと

は、ひとえに事務局と会員の皆様のご活躍の成果と拝察申し上げます。
当社は、ベルトコンベアー用ローラの製造メーカーです。現在、貴センターより３名の女
性の方にお仕事をお願いしており、この方たちの真面目で、とても気配りのできる仕事振り
に大変感謝しております。
これから少子・高齢化が進む中で、高齢者と女性が活躍する社会になります。そのため、
シルバー人材センターへの期待がますます高まってくるものと思われます。
古賀市シルバー人材センターの益々のご発展と会員皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝い
の言葉といたします。

ファウンテン・デリ株式会社
総 務 部 部 長

姫 野 慎 五 様

己
公益社団法人古賀市シルバー人材セ

ンター設立３０周年を迎えられ、心よ
りお慶び申し上げます。また、平素よ
り大変お世話になり、厚く感謝申し上
げます。

弊社では、工場の屋内清掃作業３名と工場敷地内の環境美化業務２名、合計５名の方に業
務委任と別途包丁研ぎ等をお願いしております。屋内の衛生環境が厳しい中、また、生ごみ
置き場の清掃作業等労働環境が悪い中でも一生懸命に業務に励んでいただき、大変感謝いた
しております。
今後も貴センター及び会員様のご厚誼の下、共存共栄の精神で力を合わせ、地域を盛り立
てて参りたいと考えております。

最後に、貴センター様の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、お祝い
の言葉といたします。
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お客様から
お客様からの言葉

昇
場 長

華

苑

組

合

舩 越 寛 治 様

このたびは公益社団法人古賀市シルバー人
材センター設立３０周年、心よりお喜び申し上
げます。
当施設は、３市 7 町により構成される広域
組合の火葬場施設です。利用者の方々の悲しみが少しでも和らぐよう、日々敷地内の景観の
維持管理及び施設の運営に尽力しております。
貴センターにおかれましては年間を通じて敷地内庭園等の植木剪定、消毒及び除草等の整
備業務についてお願いし実施いただいているところです。会員の皆様は担当業務について意
欲的に取り組まれ、気候の厳しい折にも最後まで丁寧に作業していただいており、その就業
姿勢には我々職員も頭が下がる思いでございます。
貴センターが、創立３０周年を機に、
「自主・自立・共働・共助」の理念の基に、さらに高
齢者就業の拠点としての一翼を担われますようご活躍をお祈り申し上げますとともに、益々
のご発展と会員皆様のご健勝を心よりご祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

日 本 食 品 株 式 会 社 古 賀 工 場
管理部部長

山田貴文様

「シルバー古賀」設立３０周年を祝して公益社
団法人古賀市シルバー人材センター設立３０周年
を迎えられ、心からお慶び申し上げます。
当社は、昭和３８年より福岡市東区箱崎におい
て畜産製品の生産・加工・販売、そしてその過程
で生じる副産物を利用した油脂製品の製造・販売
を行っておりました。
古賀市には平成７年に弊社のハム・ソーセージ
を中心とした加工食品の生産部門を移転、新工場を開設し、現在に至っております。十数年
前からは北部九州を販売エリアとした営業部門の拠点にもなっています。
そのような拠点である古賀工場において、貴センターには十数年前からお仕事を依頼する
ようになりました。当初は環境整備からスタートし、現在は工場館内の共有部分の清掃に常
時１名の方をお願いしています。また年末の繁忙期には数名の方に製造の一部を携わって頂
いております。責任感を持って業務を遂行される姿に従業員一同深く感謝する次第です。
これからも地域に根差した活動と人材の輪を広げられ、会員の方々の益々のご発展をお祈
り致します。
私の家は、奥まった所にあり、前後左右に６軒の隣家があり
花鶴丘のお客様
ます。屋敷の広さは、８２坪です。横長な庭には梅、椿、山茶
花、百日紅、金木犀、夏蜜柑、ボケ等が植わっていて、甥から
山 下 耕 生 様
は「狭いので見苦しい。
」と笑われています。
１年間に庭木の剪定を１回、草むしりを４回程度シルバー人材センターにお願いしていま
す。春先から夏にかけては、雑草が繁茂し、人手の確保が難しく、やきもきさせられます。
よって、作業日の当日、次回の予定について相談するようにしています。しかし、最近は、
年間の予約ができるようになったので心配しないようになりました。
私は、当年８１歳であり、足が悪いため庭仕事ができません。シルバー人材センターにお
世話になって２０年位になるかと思いますが、感謝しており、今後ともよろしくお願いしま
す。また、今年から弟がシルバー人材センターの会員として駐輪場の仕事に就業させてもら
うようになり、こちらの方もよろしくお願いします。
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会員のひろば
会員の

平成１１年に入会させていただき、筆耕を主な仕

『ボケたらあかん』

事として今日までお世話になってまいりました。
一文字のミスもほんの少しの汚れも許されない仕
事ですので、何年たってもバリバリの緊張感と集中力をもって書いております。
入会当時は、発注も多く、他の会員と分担して書いたものですが、パソコンの普及や時代の変化もあっ
てか、ずいぶんと減少したように思います。
まだまだ若かった（？）私もついに傘寿を迎えることになりました。
ころころと体力と脳力（？）が落ちないようにプールで泳いだり、ジムで歩いたり、ミシンを踏んだり
色々挑戦しています。これからもできる限り頑張っていきたいと思っています。
『ボケたらあかん』を合言葉に！

会員№８１１ 村 山 敏 子（筆耕）

公益社団法人古賀市シルバー人材センター設

『私の生きがい』
会員№１０３５

中 野 晴 美（岡部機械工業様）

立３０周年の記念の年を私が迎えられることは

光栄です。
こちらで１５年も働かせていただいているのですが、そんなに年月が過ぎたのをあまり感じません。７
６歳になったことも忘れることがあり、友人に「ぼけた？」なんて言われることもあります。
私にとって、今、働けることは“生きがい”です。一緒に働く人からいろいろ勉強させてもらい、この年
で成長したことを実感しています。これからもボケないで、健康でいられたら会員として働き続けたいで
す。
センターも益々発展していくことを祈ります。

会員№１２８１

享

『地域社会に貢献』

金 丸 亨（剪定）

公益社団法人古賀市シルバー人材センターの設立３０

周年おめでとうございます。
シルバー人材センターの会員として、早いもので１２年目を迎えました。平成１８年頃、４８０名
程度の会員が現在は、３２０名程に減少しております。
現在、私たちのチームは、４人のメンバーで剪定・消毒の作業をしておりますが、毎年依頼される
お客さん、新規に依頼されるお客さんなど年間１３０件くらいの剪定等の作業を担当しています。剪
定等の作業は、高所で機械道具を使用することが多く、事故がないように安全就業に心がけておりま
す。
趣味としての狩猟を５０年間続けてきました。若いころは趣味でしたが、近年は鹿や猪による農作
物の被害が拡大し、大きな問題となっており、有害鳥獣駆除対策に一役を担うようになっています。
しかしながらハンターの高齢化と登録者の減少で、対応するハンターが大幅に不足してきております
が、これからもボランティアでの駆除活動を続けたいと思っています。
今後も剪定等の仕事と趣味を楽しみながら、毎日が健康で充実した日々を送ることを心がけたいと
も思っています。
センターの事業が益々発展していくことをお祈りいたします。
公益社団法人古賀市シルバー人材
センター設立 30 周年を迎えられまし
会員№１５４８ 中 牟 田 勇 雄（美明史跡公園） たこと、心からお喜び申し上げます。
今日まで、会員の皆様に就業を与え
てくださった事務所のスタッフの皆様に感謝します。
私は、半世紀以上仕事をしてきましたが、まだまだ、現役でとの思いで退職後、すぐセンターの面
接を受け、2 か月後就業が始まりました。それは、平成 6 年 6 月古賀駅での駐輪場の整理で、ここで
は、
元気よく通勤されるサラリーマン、通学する男女高校生、朝は皆さん元気いっぱいで、私も元気を
もらって楽しかったです。その後、就業場所が変わりまして、いまでは「美明史跡公園」で駐車場の
朝夕の開・閉施錠作業、トイレ掃除、草取り及び園内外の清掃です。
私は、センターにお世話になって一番嬉しいのは、友人が沢山できたことです。駐輪場当時の会員
の友と春は花見の宴、夏は暑気払い、12 月は忘年会と 15 名位で楽しんでいます。この様に楽しいこ
とが出来るのもセンターのお陰です。
私がセンターに入会した当時は、会員は 500 名位と聞いておりましたが、今日では 305 名と減少し
ており、事務所のスタッフの方々が会員の増に頑張っておられます。私たち会員一人ひとりも会員を
増やすよう協力しましょう。多くの友を作るためにも。

『就業を通じて多くの友ができ、喜んでいます』
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会員のひろば
会員の

公益社団法人古賀市シルバー人
材センター設立３０周年、心から
お喜び申し上げます。
会員№１６３３ 中 村 直 志（千鳥駅駐輪場、エコロの森）
私も企業を６６歳で退職し、当
センターにお世話になって８年になります。最初は、ＪＲ古賀駅駐輪場の仕事で、多くの先輩から指
導を受けました。道行く人から「きれいに並んでいます。
」とお褒めの言葉を頂くと大変うれしかった
です。現在は、千鳥駅の駐輪場で働いています。
駐輪場には色んな人が利用されます。極たまにトラブルが発生しますが、誠心誠意をもって接して
きましたし、利用者から喜んでもらうように働いて参りました。
今後も自分の健康管理には充分気を付けて、利用者の方が気持ちよく喜んでもらうよう頑張ってい
きたいと思っています。
最後になりますが、当センターの今後の益々の発展と職員皆様方並びに各会員様のご健勝とご多幸
を心からお祈り申し上げます。

『多くのお客様と駐輪場』

『仕事と趣味で充実した日々』

公益社団法人古賀市シルバー人材センター設立３０

田 中 保（サンリブ様） 周年おめでとうございます。
ご縁があって就業のお世話をいただき、６年半とな
りました。先ずは、センター事務局の適切なご指導と、そして良き就業場所、先輩、同僚に恵まれ、
今日まで元気に仕事を続けることが出来ていることに感謝申し上げます。
現在、月１０日程度の就業で、他の日は現役時代やりたかった趣味にという充実した日々を過ごし
ています。こうした毎日を送ることが出来るのは、仕事や趣味で社会と接することで規則正しい健全
な生活を生み出している結果の賜物だということを実感しています。
最後になりましたが、古賀市シルバー人材センターの更なる発展を祈念いたします。
会員№１６５４

公益社団法人古賀市シルバー人材センター設立
30 周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。
会員№１７４７ 古 賀 智 恵（芽ぶきの会） ２０１１年９月のある日、センター階段の踊り場
で「芽ぶきの会同好会」の案内が目に入り、見学さ
せて頂きました。着物をほどき、色んな物作りをされて、笑顔いっぱい一人一人が輝いて素敵だったこと、
昨日のように思い出します。
平成２７年度から「芽ぶきの会」も事業化となり、年を重ねるごとくますます旺盛な創作意欲と豊かな感
性で日々制作を続けています。
今年も加飾せず、シンプルに世界に一つだけの作品が出来上がりました。
こんな素敵な仲間と笑い、研鑽を重ね、行動することで私も大きな力をもらうことが出来ています。

『素敵な仲間』

公益社団法人古賀市シルバー人
材センター設立３０周年おめでと
うございます。
辻 野 眞 由 美（家事援助、石田レディース様）
私は、自分の健康管理と思って
シルバー人材センターに入会しま

『これからの人生』
会員№１７８８

した。
私のできることは、洗濯、掃除と買い物で、何か人の役に立てたらと思ったからです。
就業する中で、空いている時間は、自分の趣味を色々とやっています。不規則な仕事もありますが、
趣味とのバランスを崩さずに働いており、お陰様で病気一つせず７０歳になりました。
これから先も、元気に仕事をしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

シルバー人材センターで働きだして 5 年目になり
ます。仕事の内容は、家事援助をさせて頂いています。
会員№１８１８ 福 田 八 重 子（家事援助） 介護保険ではできない仕事もさせていただいている
ので、とてもやりがいを感じています。
また、子供が好きなので、福岡県のマイスター講座を受講し、保育園の補助の仕事もさせてもらい
ました。小さい子供たちとの遊びが運動になり、力をもらいました。
その他にもシルバー農園の会員になり、みんなで野菜についての情報交換などをして、楽しく野菜
つくりをしています。
たくさんの人との出会いの中で、自分で考えて行動することが生きる力になると感じています。
ここでの仕事を励みに今後も頑張っていきたいと思います。

『生きる力』
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会員のひろば
会員の

公益社団法人古賀市シルバー人材セン
ター設立 30 周年おめでとうございます。
私自身、42 年間印刷会社に勤務してい
会員№１８２３ 松 林 正（千鳥駅駐輪場、エコロの森）
ました。定年後、シルバー人材センターに
お世話になっています。
まだ、4 年半ばですが、いろいろ経験させてもらいました。1 年目、真夏の炎天下での草刈り作業は、
過酷な 2 日間でした。
（坊ちゃん育ちで？）また、ワンコインサービスもやりました。風呂場の電球交
換では、おばあちゃんに「これで夜も入れる。
」と大変感謝されました。
現在は、主に千鳥駅駐輪場での管理とエコロの森で月 3 回の分別作業をやっています。駐輪場を利
用される方が気持ちよく通勤・通学されるよう、皆で奇麗にしています。この仕事を体力の許す限り、
続けたいと思っています。
これからもシルバー人材センターの益々のご繁栄、ご発展を心よりお祈り申し上げます。

『シルバーの思い出』

47 年間務めた通信会社の仕事が主に屋内の作業
であったため、退職後は、少年期の農家の経験と
体を使う屋外作業ができるシルバー人材センター
会員№ １９２４ 松 村 泰 幸（除草）
に会員登録して、除草班で 3 年目になりました。
就業の日程的な自由性があり、山登りや旅行・
水泳・テニスなど趣味もいかせ、市民の方々との出会いもあり、お蔭で充実した日々を過ごせていま
す。また、夏季の炎天下の作業、寒風吹きさらす冬季作業にも負けない体力もついてきました。
シルバー人材センターも創立 30 周年を迎えるとのことですが、健康維持と自分のスキルを活かし、事故
撲滅に努め、市民から感謝されるシルバー人材センターづくりに寄与していきたいと思っています。

『地域住民とのかかわりを大切にして』

『草刈』
会員№１９４２

36 年間務めた運送会社を退社し、シルバー人材センタ
ーに入会しようと思ったきっかけは、運転手だけでは何も
有 本 栄 輝（草刈） 得るものがなかったからです。シルバー人材センターに入
会すれば、今までとは違う仕事があるような気がしたから

です。
入会してすぐにいろんな農作業をしました。かつお菜掻き 1 週間、玉ネギ苗 3,000 植付け、イチゴ
の株切り 1 週間、草刈りです。ところが、趣味の渓流釣りで落下してしまい、また仕事ができるかど
うか不安で、車いすも覚悟しましたけど手術も成功し、必死にリハビリをやった結果、今年復帰する
ことができました。
今、食品会社、草刈、農作業、自分の畑、その中でも草刈の仕事は大変です。暑くて体力が奪われ
る、蜂に刺される、技術も要求される、人や車に気を使う、それでも毎日が充実して楽しくてシルバ
ー人材センターに入会して本当に良かったと思います。
草刈班の皆さん、今後ともよろしくお願いします。今後の目標は、早く、きれいに刈れるようにな
ることで、80 歳くらいまでは仕事をしたいと思います。
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事業実績などの推移
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運営組織図

古賀市シルバー人材センター運営組織図
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事務局長 上野 辰志
次長 青栁 彰造
水上 里織
馬見塚 務
花田 恭子
吉住 裕彰
山本 哲次
白川 誠二

福 祉・ 家 事 援 助
サービス推進委員会

員

◎岩田一夫

就業開拓創出委員会

委

◎三苫光男
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◎岩田一夫
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(H13.5 ～ 17.5)
松本 欽一
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１６地域
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編集後記

●

古賀市シルバー人材センターの更なる
発展をみんなでめざしていきましょう

中村直志

吉村清彦

田中準治

林

●

啓二

和田利幸

編集後記
古賀市シルバー人材センターは、昭和６３年に発足し、今年度３０周年を迎えました。
ひとえに先輩諸氏の熱意ある取り組みの賜物だと感謝しています。
「シルバー古賀第５９号」を発刊に当たり、今回は、設立３０周年特集を組みました。
予算の制限もあり限られた紙面での編集になりましたが、古賀市長をはじめとする関係
者の方々のご協力をいただくと共に、事務局スタッフによる２０周年以降の歩み、事業
実績の取りまとめなど精力的に取り組んで頂き完成することができました。会員の皆様
に分かりやすく視覚に訴えるように心がけて編集したつもりですが、不備な点があれば
ご容赦ください。
今日の最大の課題は、会員登録者の拡大ではないかと思います。会員一人ひとりが意
識的に仲間を増やす行動を展開し、４０年、５０年に向け当センターが発展していくこ
とを願っております。
編集委員会一同

発 行 者

公益社団法人古賀市シルバー人材センター
古賀市千鳥２丁目２１－３
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