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本 所
出張所

小郡市福童688−1
大刀洗町冨多8841

シルバー人材センターでは、毎年夏休みに「夏
休み子ども工作教室」を開催しています。下は5
歳〜小学校6年生の子供さんが対象で、人気のプ
ラバンキーホルダー作りをはじめセンターの会員
が講師となり、子どもたちと楽しく工作していま
す。10月には大刀洗町ドリームまつりにおいても
開催しています。

♂義孝

【夏休み子ども工作教室】

℡0942−73−1881
℡0942−77−5944
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ましたが︑これをしっかり守りますと発注

者の方々のニーズに答えることが出来ませ

全就業委員会が中心となりこの問題に取り

起こしております︒その反省を踏まえて安

ーでは平成十九年と二十年に大きな事故を

柱は︑安全就業です︒残念ながら当センタ

本に事業を進めてまいりました︒一つ目の

ました︒この間事務局では︑3本の柱を基

ーも今年で二十七年目を迎えることになり

まして有難うございます︒さて︑当センタ

皆様にはお忙しいなか多数ど出席いただき

催しましたところ︑ご来賓をはじめ会員の

本日ここに平成二十九年度定時総会を開

注者宅へいつ訪問し︑いつ帰ったかわから

の方々は遠のいてしまいます︒以前は︑発

す︒この接遇がおろそかになると︑発注者

いう看板を背負って仕事をして頂いていま

す︒会員の皆様はシルバー人材センターと

いと思っています︒3つ目の柱は︑接遇で

課題も踏まえて進めていかなければならな

は会員を増やしながら︑後継者育成という

で︑対応できていない所もあります︒今後

3カ月先まで予約が入っているという状況

ます︒しかし︑努定作業や草取り等は2〜

に答えることが出来る様になったと思われ

理事長あいさつ

ん︒そこで福岡県シルバー人材センター連

合会に申し入れをして︑ある程度緩和され

組んでまいりました︒そのような中︑一昨

ないという苦情もありましたが︑会員の多

清巳

年は︑全国シルバー人材センター事業協会

くの方々が接遇講習を受けて頂き︑最近は

池田

より安全就業優良賞を頂くことが出来まし

クレームがだんだんと減少してまいりまし

ました︒これにより少しはお客様のニーズ

た︒これも会員の皆さんのご協力の賜であ

最後になりましたが︑今後も前述の3本

た︒これからも気持ちの良い接客をお願い
故であります︒傷害事故は1件もございま

の柱を軸に︑事業運営を行ってまいります

ると思っております︒また︑昨年は事故件

せん︒これは︑私が理事長に就任して初め

ので︑なお一層のど支援をお願い申し上げ

します︒

ての事です︒本当にうれしく思っておりま

ど挨拶とさせていただきます︒

数が4件ありましたが︑その全ては賠償事

す︒二つ目の柱は適正就業です︒これはシ
ルバー人材センターは臨時的かつ短期的な
とあります︒当初は厳しい指導で︑月10日

就業又は軽易な仕事をしなければならない

週20時間を超えてはならないとなっており

′し

平成二十九年六月三日︑小郡市生涯学習
センター︵七夕ホール︶ において︑平成二
十九年度定時総会を開催しました︒
ど来賓五名の方をお迎えし︑ど祝辞と激
励のお言葉を戴きました︒

来賓者氏名
小郡市長

大刀洗町長

良
国
剛勝忠

福岡県議会議員
小郡市議会議長

様彦敏勝光
様様様様

原案どおり承認されました︒

正︑第四号議案・役員の選任︶が審議され︑

年度決算報告︑第三号議案・定款の一部改

八年度事業報告︑第二号議案・平成二十八

総会では︑四議案︵第一号議案・平二十

大刀洗町議会議長

井井安加
上上丸地
山
内
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言三二二十二

退任の挨拶
池田

清巳

この度︑平成二十九年度定時総会をもち
まして理事長を退任することになりました︒
前任の松尾理事長から任を受け継ぎ六年間
職責を大過なく果たすことができました︒
これも私を支えて下さった役職員の皆様︑
会員の皆様のど協力の賜と深く感謝してい
る次第です︒本当に有難うございました︒
この間をふり返りますと︑民主党政権の
事業仕分けによる補助金の三分の一カット
という厳しい時期もありました︒また︑全
国シルバー人材センター事業協会から安全
就業優良センターとして表彰を受けるとい
う嬉しいこともありました︒今思えば長く
て短い六年間でした︒
これからは︑我が国の急速な高齢化の進
展により︑シルバー人材センター事業の在

就任の挨拶

中村

茂人

さる6月3日に選任いただき︑池田理事

長の後任として重責を担うことになりまし

た︒微力ではありますが︑シルバー人材セ

ンターの更なる発展のため︑精一杯取り組

んでまいりますのでよろしくお願いします︒

さて︑我が国は︑少子高齢化が進展し︑

総人口は長期の減少傾向にある一方で︑高

齢者人口は増加を続けると推計されていま

す︒こうした中︑国において︑﹁一億総活

躍プラン﹂ で︑﹁生涯現役社会を実現する

ため︑働きたいと願う高齢者の就職支援を

充実する必要がある︒﹂とし︑保育分野︑

介護分野などに関して︑シルバー人材セン

ターを通じた高齢人材の活用が掲げられて

います︒

行政関係者の温かいど理解︑ご支援︑ど協

このように︑①いきいきと元気で働く仲

力をよろしくお願いします︒

り方も変わっていくことでしょう︒このよ

うな時代の変化に柔軟に対応していくため
には︑中村茂人理事長を中心として︑会員︑
職員が一丸となって問題解決に取り組んで
いくことが必要だと思います︒
最後になりますが︑シルバー人材センタ
ーの益々の発展と役職員︑会員の皆様のど
活躍をど祈念いたしまして退任の挨拶とさ

くこととしております︒市・町民の皆様︑

この4つを基本目標に︑事業を推進してい

目指す︑④取組みを支える基盤を強化する︑

境をつくる︑③地域社会に根ざした仕事を

間を増やす︑②安全・健康︑笑顔で働く環

せていただきます︒
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★就業を通じて、生きがい、仲間づくり、社会参加ができます
★健康の維持・増進が図られます
★就業により配分金（報酬）が得られます
★就業により地域社会の活性化に貢献できます
′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′／′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′
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華嶋 泰−

勇足班は、今、仲間を募集しています。健康とやる気があれば、
誰でも出来る仕事です。当初、約6か月間の実技指導を終えれば、
概ね一人前の仕事が出来るようになります。勇足の一日の実働は
約6時間程で、年齢相応の労働量であり、健康維持にも役立って
います。就業は、全員参加が原則ですが、自由に休むことも可能
です。班は、 楽しく働こう をモットーに就業しています。仲
間となって楽しく働きませんか。

除草班

立石

武

除草班は、個人宅の雑草取りが主です。草取り前後の風景が見
違えるように変わり、依頼者の喜び、感謝の声がたえません。草
取り実施については、会員単独作業ではなく、作業区域を決めず、
会員同一の作業で、共働、共助により実施しています。健康とや
る気があれば、誰にでも出来る仕事です。草取り方法については、
先輩会員がていねいに指導します。会員となって、一緒に仕事を
しませんか。

広報折込み班

速水

典子

広報折込み班は＼毎月1日と15日に配布される 広報あごあ ）
リ に各種チラシを入れる仕事を会員6名で行っています。作業
日はこ チラシの量によって変わりますが月に2〜3日程度です。
無理な＜仕事が出来るので、皆と和気あいあい楽しく作業をして
います。私たちと一緒に広報折込みの仕事をしてみませんか日

子育て・高齢者福祉・家事援助班山田 和子
私たちは、女性会員約80名で、子育てや高齢者福祉、家事援
助サービス班として皆様の手助けをしています。シル／ト人材セ
ンター内の託児ルームやイベント会場での子どもさんの預かりや
高齢者宅の掃除や食事つくり、病院や企業での清掃などの仕事を
受けています。もっと女性会員を増やしてよりよいサービスを提
供できればと会員を募集しています。私たちと一緒に働きません
か？
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減掴感診
○派遣就業を希望するシルバー人材センター会員は派遣労働会員として登録します。
⑳派遣労働登録会員はシルバー人材センターと労働契約を結び、労働契約に基づき就業し
ます。
◎就業の範囲は次のとおりです。

これからは地域で

⑳派遣先の指揮命令を受けて就業します。
◎働いた対価は、シルバー人材センターから「賃金」として支払います。
◎労災保険の適用はありますが、社会保険（健康保険、厚生年金保険）
及び雇用保険の適用はありません。
○派遣就業になじまないと判断される場合は就業を辞めて頂くことが

あります。
◎受託事業、派遣事業双方で就業することができます。

し／

新しい働き方に
チャレンジして

＼＼、＼讐深
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健摩廟密命

●ふすま●障子●網戸張替え●パソコン

パソコンを購入したガこ設定だでき凱l
アプリのインストーJLをやりたい

やエウセ／L等で
l所だけ習いたい

、〜∴㌣一一汀−L・・、・−．h∵‥・

無線ランの設定やイン9−ネットの

瓜摺繹・設定ガ難しくて面倒

年賀状作成やデジカメ写真の
取り込みなどIから習いたい

芦
※ただし、相談内容によっては対応できない場合がありま育。
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臼田日日回田臼

二十年を振り返って

小坂井班

天本

介夫

約四十年間勤務した会社を定年退職後︑

趣味の﹁植木暫定及び盆栽作り﹂を仕事に活
かせないかと思っていた時に︑シルバーの

先輩と偶然に出会い︑﹁植木暫定の仕事が
あるから﹂と誘いがあり︑シルバー人材セ

ンターに入会するに至って︑二十年植木暫定の仕事に従事しまし
た︒その後は︑規定により職種ごとの年齢制限で︑職種変更にな
り現在はフリーの会員です︒定年退職後は時の流れが非常に早く︑
現在はそれ以上に早く感じる昨今です︒二十年を振り返ると︑当
時︵平成九年頃︶は︑今のような︑一般的な庭木の暫定は少なく︑

植木の生産者の植木の手入れ︑盆栽の移植︑台風等の倒木︑伐採︑
支柱立て︑または︑久留米市︑鳥栖市︑基山町にも仕事に行きま

した︒会員︑事務所の担当者は︑仕事を頂くために個人・知人・
会社等を訪問しての仕事探しの日々苦労が目に浮かびます︒現在

の受注量があるのは︑シルバー二十数年の歴史が築き上げた﹁お
客様の評価の結果﹂だと思います︒﹁お客様の評価﹂は︑固定的な
ものでなく︑常に流動的なものです︒現状に満足することなくお
客様のニーズに合う様に︑また︑クレームにも謙虚に耳を傾注し︑
より一層の知識︑技術︑接客の向上を図り︑小郡市民︑大刀洗町

民から﹁さすがシルバー人材センター﹂と喜ばれる仕事をしたいも

のです︒お客様の信用を築くことは大変です︒会員一人一人がお
客様から喜ばれ感謝の言葉を傾けることを目標として邁進しなけ

ればなりません︒一人一人の失敗が︑一瞬にして︑信用を失墜す
ることを肝に銘じ︑シルバー人材センターの発展に尽くす事を学

んだ二十年間でした︒

ヽ〆ヽノヽ．一・■ナ√■．十・ヽ．rt．ヰIlF■JlLナ■亘・1■㌔ヽで・Lヽぶ■トでヽイ■才一ヽぎ，・■仁∫・■−■㌔llざ■■ヽヾtH・■ヽ〆■．1JPヽ・・−

八十二歳の青春

大保班

尾花

日出成

人生のリセットとしてセンターに入会し︑

早二十年我ながら驚きである︒人生の四分

の一をセンターの活動に大過なく過ごした

事は︑喜びであり素直に評価しています︒

当然その間妻の支えがあってこそです︒当

時入会したからには︑活動は全て自己責任であることを︑確認し

た次第です︒それはセンターの活動が﹁自主・自立・共働・共助﹂

の理念で構成されているからです︒そこで私は︑入会と同時に自

分なりに就業法則を決めて︑活動することにしたのです︒それは

特に︑就業時の安全及び接遇に︑対応するための3つの法則を決

め︑日々実行してきました︒その為か︑一八年間前刀定班の作業で

怪我なく過ごすことが出来ました︒誇りに思っています︒この法

則は︑以前努定班の安全会議で︑発表したことがあります︒何か

の機会に話すことがあればと思っていました︒私の人生は更に豊

かな人生を送れたと思っています︒多くの就業仲間︑素晴らしい

同志︑多数の関係者の皆様と﹁ふたたびの豊かな人生を送れたこ
とに感謝いたします﹂

互助会活動では︑いろいろな場面で係り楽しい人生でした︒特

に感慨深い思い出があります︒それは︑一泊旅行で鹿児島の知覧

特攻平和会館を訪れたときです︒小生は戦中︑戦後に若年期を過

ごしていますので︑あの当時の若者の壮絶な生きざまに涙したこ

とを常に想い出し︑平和な我が身の幸せを感じています︒

その折に詠んだ︑拙い一句です︒﹁霞篭む・知覧の里に・花さそ

う﹂センターは地域社会にあって︑益々重要な役割を荷って貢献

する公益社団法人です︒是非皆様のご入会をお勧めします︒

最後にセンターの創立者で東京大学総長の大河内先生が贈られ

た︑費を紹介します︒﹁喜寿不足祝傘賀末青春﹂

﹁＼
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シルバー人材センターには、会員の福利厚生と親睦を目的とした互助会があります。シルバ
ー人材センターの会員でしたらどなたでも加入することができ、年間を通じて楽しい行事や
同じ趣味を持つ仲間が集まっての同好会活動を行っています。

…￣互助会の行事J
l●。 ト。￠∴∴JL．し．、し一・、．こ、、、。こ小、二二‥1・し、J．∴．、．し小∴跳．．、JJ．∴．い．1

由十王●＼十十．「
ペタンク大会
互助会争奪ペタン
ク大会は、各チー
ムが優勝カップを
目指して大奮闘し
ます。

：●−…●l、√

臣

亡．▲，＿〜

同好会

−、…一十

凋

ト．…‥．l■。り■J■｛、．…‥．・

・三
同じ趣味を持つ会員同士で新たな

象

一一JJノ二、、〟〆

同好会の立上げも大歓迎です＝

同好会では、仕事の合間に好きな趣味を持つ仲間達と一緒になって楽しんで
います。

へ彗了尋苧
霊同輪コ云会

平成29年8月15日発行

小郡大刀洗広域シルバー人材センター会報

10）

圭i軒二
l■

刃物研ぎ《毒【≡玄妙芸付時霊芸苔寺等笠。〜
「日

時

ｨ

日

｢

2日（月）

1日（金） 弍8‑ﾘ*ｨｷXﾏij ｭ
4日（月）
7日（木）
14日（木）

Y8

16日（月）

8.ｨ* *(ｭ倅 ﾙ

時

ｨ

｢

1日（金）l希みが丘公民舘
⊆ 4日（月） Y8
I*ﾉo
｢
7日（木）
+x,H.x+xﾋｨｭh
488ﾈ6(4

15日（金） 8.ｨ* *(ｭ倅 ﾙ
【18日（月） Y8
I*ﾉo
｢
20日（水） 傅ﾈﾅ9gｸ

亶 ﾘ ｢

22日（金） 倡9

｢

ﾈ支ｭ｢

26日（火） 冑I
[h嶌ﾞ 5ｨ985 ｲ
28日（木）
+x,H.x+xﾋｨｭh

ﾈ支ｭ

28日（火） 冑I

｢

慧■■■■剋

14日（木）

+x,H.x+xﾋｨｭh

I*ﾉo

■■■≡l桔

｢

8.ｨ* *(ｭ倅 ﾙ
Y8
I*ﾉo
｢

24日（金） 倡9

488ﾈ6(4

Y8

8.ｨ* *(ｭ倅 ﾙ
24日（火） 冑I
[h嶌ﾞ 5ｨ985 ｲ
26日（木） あすてらす玄関横
27日（金） 倡9 ﾈ支ｭ

15日（水） 傅ﾈﾅ9gｸ ｢

23日（木）

｢

20日（金）

488ﾈ6(4

17日（金）
20日（月）

｢

I*ﾉo

18日（水） 傅ﾈﾅ9gｸ

2日（木）
+x,H.x+xﾋｨｭh
3日（金） 弍8‑ﾘ*ｨｷXﾏij ｭ 亶 ﾘ ｢
6日（月） Y8
I*ﾉo
｢
9日（木）

Y8

12日（木）

18日（月） Y8
I*ﾉo
ｨ 亶 ﾘ ｢
20日（水） 傅ﾈﾅ9gｸ ｢
22日（金） 倡9 ﾈ支ｭ
26日（火） 冑I
[h嶌ﾞ 5ｨ985 ｲ
28日（木）
+x,H.x+xﾋｨｭh

「日

ｨ

5日（木）
+x,H.x+xﾋｨｭh
6日（金） 弍8‑ﾘ*ｨｷXﾏij ｭ

I*ﾉo
｢
+x,H.x+xﾋｨｭh

488ﾈ6(4

15日（金）

時

[h嶌ﾞ 5ｨ985 ｲ

七月五日に朝倉市を中心として大

雨特別警報がだされ︑記録的な豪雨

に見舞われ︑多くの尊い人命と豊か

な自然が一瞬にして奪われてしまい

ました︒今回の豪雨といい︑昨年の

﹁備えあれば憂いな

熊本地震など︑自然災害は突然襲っ

てきます︒よく

し﹂と言いますが︑常日頃から防災

意識を持ち︑災害に備えた備蓄など

しっかりと備えることが本当に大切

な事です︒ややもすると︑こういう

災害も時間が過ぎると防災意識も薄

れてきて︑また元の状態に戻ってし

まいます︒今回の豪雨で多大な犠牲

を払っての教訓をしっかりと今後の

防災に役立たせていかなければなら

ないと思います︒

今回の豪雨で被害にあわれた方々

の︑一日も早い復興をお祈り申し上

げます︒

池田清和
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