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理事長理事長
矢野　博昭矢野　博昭

理事長挨拶理事長挨拶
　本センターの令和２年度の本格的な事業運営は、定時総会をもって始ま
ります。会員の皆様には、日頃から事業運営等の基盤としてご活躍いただ
いていますことに心より感謝申し上げます。
　このたびの令和２年度定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点から全会員の出席を自粛し、特別な措置として書面議決権における
定時総会とし、役員及び地域班世話人の出席と会員の書面議決書により開
催の運びとした次第です。なお、地域班世話人の皆様には、議案書の配布

及び書面議決書の回収にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。
　さて、本来シルバー人材センターは、地域ごとに一つしか設置（指定）できない公益性の高い
組織であり、現会員を含め地域の高齢者すべてに開かれた組織でなければなりません。
　今回の定時総会では、センター事業等の継続性を担保する指標である会員の拡大を図るため、
夫婦会員の配偶者会費の減額、会員紹介に対する報奨制度の創設に取り組むことにしました。そ
の一方、会員の就業機会の確保はもとより拡大・創出も重要な課題であります。
　これらの課題解決に向けて、職員、理事会及び専門委員会の役員等による組織の活性化を図り
ながら、「今、できることから始める」という想いをもって事業運営に努めていかなければなりま
せん。
　本センターが、「高齢者にとって魅力があり、地域に存在感があるシルバー」を目指していくため、
会員の皆様からの様々なご意見・ご提案をお願いします。

◇ 議事　◇ ◇　報告事項　◇
第１号議案　令和元年度事業報告 令和元年度予算実績比較報告
第２号議案　令和元年度決算報告

監査報告 令和２年度事業計画

第３号議案　会費規程の一部改正 令和２年度収支予算
第４号議案　役員の報酬及び費用

に関する規程の一部改正
新規会員加入促進報奨規程の
制定について

地域班世話人紹介
（新任のみ）

地域班 世話人氏名

小野校区Ｂ 澁田　辰美

庄 吉塚　　寿

令和２年度定時総会令和２年度定時総会
○５月28日（火）　○ シルバー人材センター２F会議室○ ５月28日（火）　○ シルバー人材センター２F会議室
当日の会員数は302名、出席会員数28名、書面議決数258名、
合計 286 名の出席のもと議事に移りました。

令和２年度定時総会
○ ５月26日（火）　○○ シルバー人材センター２F会議室
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うれしい特典付き！

祝　

辞　

紹　

介

適性検査
（８０歳到達会員対象）

今後とも元気で安全に就業していただく
為に、80歳到達会員を対象に就業状況
等の面談と健康チェックを行っています

うれしい 典付き！うれしい特典付き！

会員募集のお知らせ

夫婦会員は配偶者の会費を2,000円から
1,000円に減額！！
被紹介者が入会すると1,000円の商品券
を進呈！！

新型コロナウイルス感染拡大防止により来賓の招待ができませんでしたので、祝辞を掲載します

ら せ知お
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み ん な の ひ ろ ば

　自分には、93歳になる母親がいます。仕事を定年退職して認知症の母を毎日介護してい
ました。
　２年前、車イスでの生活になり養護老人ホームに入所しました。それからは週２回の面
会と差し入れを行っています。
　自由な時間ができたので、パチンコ三昧の日々でした。そんな時、近所に住まわれるシ
ルバー会員さんからの「暇しとるならシルバー人材センターに入らんね」の一言で入会す
ることになりました。
　それまでシルバー人材センターの事など何一つ知りませんでしたが、今年４月１日に入

会し、今では週２～３回程度で千鳥ヶ池公園の清掃作業、草刈り、落葉収集などを担当しています。外で働く
事でより快適に楽しく過ごしています。
　仕事は、若い人のものだけじゃないと思って、今後も働いていきたいと思っています。

（千鳥ヶ池公園）　　吉塚　寿

　令和2年度も良い年であります様にと願っていま
したが、1月末頃から原因不明の新型コロナウイル
スが発生し、多くの人々に未だ感染しています。国
内をはじめ全世界が大危機に陥りいろいろな事業や
行事が中止または延期になってしまいました。シル
バー人材センターも各種行事や受託事業にもかなり
の影響が出ております。まだまだ残暑が続きますが
熱中症対策を充分に行い、コロナウイルスと向き合
いながらの生活です。会員の皆様が元気に過ごされ
ますことを願っています。

（Ｎ．Ｎ）

シルバー人材センターに入会して

理容風景理容風景 編 集 後 記

会員互助会からのお知らせ

１．スカットボール大会　

　　１０月２４日 （土）　千鳥苑　

　　９ ： ００～１２ ： ００

２．日帰り旅行

　　 新型コロナウイルス感染拡大防止の

為中止します。

３．新年交流会

　　 １月９日（土） に予定していますが、

中止の可能性があります。

ご利用料金
2,000円（カット代）
予約制（要相談）

  理・美容師資格を持った女性会員が
ご要望をお伺いしますので安心です

「訪問理・美容サービス」「訪問理・美容サービス」
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