
発 行 所  

公益社団法人小郡大刀洗広域シルバー人材センター 

〒838-0137 小郡市福童 688-1 TEL73-1881 

http://ogoori-tachiarai-sjc.com 

（第 72 号 2017 年 3 月 15 日発行） 

 

 

 

 

 

 

                    
会 員 数 

男性 264 人 

小   郡 

男性 207 人 

大 刀 洗 

男性 57 人 

 女性 135 人 女性   99 人 女性 36 人 

 （3 月 15 日現在） 合計 399 人 合計 306 人 合計 93 人 

 

平成２８年度も残すところあとわずかとなりました。会員数が伸び悩み、新規会員の加入増加にいい

知恵はないものかと藁にもすがる思いです。平成２９年度も昨年度同様、新規会員の獲得、事業拡大を

推進していきたいと思います。会員皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

≪  会員の年度更新に伴う手続きについて  ≫ 

平成２９年度シルバー人材センター年会費の納入をお願いします。 

年会費の納入については、会員の皆さんが地域班長さんのお宅まで会費を持参する方法で 

行っています。地域班長さん宅の地図をお渡ししますので、電話等で在宅を確認した上でお支払い下さい。 

１ 会  費 ： ３,０００円 

２ 納入期間 ： 平成２９年３月１５日（水）から平成２９年３月３１日（金）まで 

３ 納 入 先 ： 会員が所属する地域班の班長さん宅 

  ※ 地域班長さんに領収書を預け、会費のとりまとめをお願いしています。 

    ※ 会員更新をされない方は、その旨を地域班長さんに連絡願います。また、退会される方は 

事務局に退会届の提出並びに会員証とオレンジジャンバー等の貸与品の返却をお願いします。 

≪  継続作業で就業されている会員の皆様へ ≫ 

「就業確認書」の内容確認と「就業承諾書」提出のお願い  

センターでは、継続作業で就業できる期間は、原則１年で４回を限度として更新することができるとしています。

よって、現在、継続作業で就業されている会員さんに就業確認書と就業承諾書を配付しますので、ご確認のうえ提

出をお願いします。（独自事業や単発作業に就業されている会員の方には配付しておりません。） 

①『就業確認書
．．．

』は、「会員さんが、今の仕事をいつからいつまで就業できるかを記載した書面」で、就業期間を

確認していただくものです。（事務局への提出は不要です。） 

②『就業承諾書
．．．

』は、会員さんが就業確認書の内容を承諾したうえで、「就業します。」という意思表示をしていた

だくもので、毎年事務局に提出していただくものです。 

※ 更新される会員さんは「就業承諾書」に日付・氏名を記入、押印のうえ、平成２９年４月１４日(金)

までに事務局へ提出願います。 

 

 ―裏面に続く― 

    受託事業 派遣事業 
累計 

累計契約金額

（対前年度期間

と の 比 較 ） 

4 月～2 月まで 

  小郡 大刀洗 合計 小郡 大刀洗 合計 

2 8 年度 110,112,053 21,510,045 131,622,098 15,040,398 11,076,122 26,116,520 157,738,618 

2 7 年度 122,856,235 26,383,917 149,240,152 1,061,933 6,778,068 7,840,001 157,080,153 

増減 △12,744,182 △4,873,872 △17,618,054 13,978,465 4,298,054 18,276,519 658,465 



【就業会員募集中】  

干潟工場団地内の工場内で作業補助をして頂ける会員さんを募集します。募集内容は下記のとおりです。 

就業場所：(株)マセック（小郡市干潟字南畦ヶ浦 892-5） 

就業内容：車の部品の入荷チェック、工場内への部品運搬、空箱の整理整頓ほか 

就業曜日：月曜日～金曜日（ローテーション）※土曜日・祝日の就業あり 

終業時間：（午前）８時～１２時 （午後）１２時４５分～１６時４５分 

募集人数：男性会員 若干名 

※ご希望の方は事務局(担当：柴田)までご連絡ください。話を聞くだけでもいいですよ！ 

《平成２８年度センター事業に６回以上参加された会員の皆様へ》 

昨年度から各行事に常時参加した会員さんの労をねぎらうため、また、より多くの会員さんに参加いただくため、

年６回以上参加して頂いた会員さんへ記念品を差し上げるようにしております。今年度該当される会員さんは以下に

記載のとおりです。当該会員さんには、イオン商品券を下記の期間中にお渡ししますので、なるべく早く事務局へお

受け取りに来てください。（大刀洗の会員さんは出張所の方へお願いします。） 

【全行事参加会員氏名】（小郡本所） イオン商品券 3,000 円     

江村 勲 永利 安雄 野中 幹夫 森下 弥寿治 

（順不同 敬称略） 

【全行事参加会員氏名】（大刀洗出張所） イオン商品券 3,000 円 

井上 了    川原 和代   久保山すま子  永田 満枝   吉田 信子   上村 直之   川原 豊富    

中原 幸一郎  渡辺 茂久   河津 トシエ  久保田 潤子  田原 政吉   中村 京子   渡辺 敏行  

白石 日出夫                                     （順不同 敬称略） 

【６回以上行事参加会員氏名】（小郡本所） イオン商品券 2,000 円 

 

【６回以上行事参加会員氏名】（大刀洗出張所） イオン商品券 2,000 円 

池田 清和   四ヶ所 良子  中垣 一夫   野口 年秀   山口 カツ子   熊谷 健    田中 妙子    

樋口 彰    山田 シズ子  古賀 マキ子  田原 直子   中村 和子    牟田 康子   中垣 貞幸  

                                            （順不同 敬称略）      

※ お引き渡し期間 平成２９年３月１５日（水）から 平成 29 年４月１４日（金）まで 

 

   

 

 

 

 
 

地区全体会議でも報告しましたように、当センターの今年度の事故件数は 

傷害事故 0件・賠償責任事故 4件となっております。 

傷害事故・交通事故は発生しておりません。 

このまま気を抜かず無事故でがんばっていきましょう！！                                                              
 

秋吉 廣治 木村 久子 尋木 通康 萩原 利幸 松尾 智弘 能塚 洋子 真角 隆文 

天本 介夫 倉地 信一 立石 武 波多江 茂治 松本 正之 小野 雅子 尋木 政男 

荒巻 勝信 倉吉 睦雄 谷口 勝彦 林 道博 美山 シゲミ 田川 憲一 農崎 宏 

荒巻 常幸 古賀 修次 辻 光美 林 幸男 牟田 昌 緒方 高義 藤原 忠行 

有川 穂積 小柳 邦夫 鳥越 康夫 林 ヨシ子 牟田 昭行 大鶴 繁幸 高田 益三 

上野 忠三郎 古栁 茂美 中川 清水 原 恵 森山 嘉威 西田 繁子 平田 良一 

梅野 富士男 酒見 美喜男 長澤 和輝 日髙 和子 安本 忠治 大田 繁 瀨戸山 吉幸 

江上 正弘 重松 傳之典 永利 光喜 平川 喜隆 山口 茂 鈴木 孝尚 中村 遼子 

江田 晴一          吉田 誠 山田 忠義 渕上 信吉 山田 和子 仁田野 智章 山下 年 

山下 梅夫 平田喜代子    （順不同 敬称略） 
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