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現存会員数 
男性 290 人 

小郡本所 

男性 244 人 

大刀洗支所 

男性 46 人 

 女性 147 人 女性 109 人 女性 38 人 

 （11 月 15 日現在） 合計 437 人 合計 353 人 合計 84 人 

１１月に入り、朝晩は肌寒さを感じるようになりました。日中との気温差により体調を崩さない様、うが
い・手洗いを励行しインフルエンザなどにかからぬ様に、日頃の健康管理に気をつけて下さい。早めにイ
ンフルエンザの予防接種を受けることをお勧めします。 
 

〈『シルバーフェスタ２０１０！』 は大 いに盛 り上 がりました！> 
１０月２４日(日)、あいにくの雨となりましたが、一般参加者２６７名、会員１３０名、入場者総数３９７名

と多くの方々に来ていただきました。今年のフェスタは、これまでとやり方を変え「地域の方に来ていただき、
シルバー人材センターを知っていただくための楽しいお祭り」として計画。駐車場にテントを並べ、市民の皆様
が足を運んで下さるようにと販売・無料体験コーナーを充実させました。２階のステージ発表では当センターの
同好会（フラダンス、踊り、民謡、詩吟）だけでなく一般の方にもご出演いただき、大いに盛り上がりました。    

※ステージの様子は「互助会だより」をご参照下さい。 

多くの会員の皆さんがそれぞれの持ち場で力を発揮して下さったからこそ、一歩も二歩も前進したフェスタに
することができたのだと思います。 

職群・職域班の説明をして下さった方、各サービスコーナーの企画・運営をして下さった方、当日会場を賑わ
せてくれた方…等々、全ての皆様のご協力に感謝申し上げます。 

なお、フェスタ各コーナー総額で３６,５７５円の黒字となりましたが、社会福祉協議会へ寄付させて頂く予
定です。 

 

 

 

 
 

【エアコン清掃の実演】     【子供工作教室でのびっくり箱作成】    【パソコン体験コーナー】 

～より良いシルバーフェスタ２０１１に向けて～ 

来年のフェスタのための参考意見等がありましたら、記憶の新しいうちにどしどし事務局にご意見下さい。 
（参考:１１月３０日（金）９：３０～職群・職域班長会議にてシルバーフェスタ２０１０の反省会を実施。）
次のフェスタもさらに盛り上げ、センター事業をＰＲしましょう！  

フェスタ関連お願いとお知らせ 今年のフェスタの準備として、剪定班の皆さんが２週間位前から連日のように
就業後コツコツと駐車場の草取りをして下さいました。有難うございました。駐車場は会員皆さんの駐車場です。
今後もきれいな状態を保つよう、より多くの会員さんに草取りのご協力をお願いします。お時間のあるとき、気
がついたときで構いませんので是非ご協力ください。 
 また、センター玄関の傘立てに置き傘や忘れられた傘が沢山溜まっております。お客様がご利用しにくい状況
ですので心当たりのある方は、至急引取りをお願いします。一定期間が過ぎましたら、事務局にて処分をします
のでご注意ください。 

〈センター職 員 のご紹 介 ・大 刀 洗 支 所 職 員 の異 動 について> 

 大刀洗支所長の二ノ宮香織さんが９月で退職されました。後任は竹下美恵さん(従前より支所職員)です。そして、
支所には１０月より三浦優子さんが新しく入られたことを会員の皆さんにお知らせいたします。本来、先月すべき
報告が今月になりましたことをお詫びいたします。 

〈２０１１年 会 員 手 帳 の販 売 について〉 １冊２９０円 限定１００冊 売切れ御免！ 

２０１１年版の会員手帳の販売を始めます。使っている会員の皆さんからは大変使いやすいと評判の手帳です。
週間予定タイプで、カレンダー式の月別日程表も付いています。会員証などがはさめるポケットも付いています。
限定１００冊で本所、支所のセンター窓口で販売しますので、早めにお買い求め下さい。 

―  裏面に続く― 

   



〈普及啓発促進月間の取組みについて〉 

１０月は普及啓発促進月間でした。先月号の事務局だよりで会員の皆さんにも参加を呼び掛けたところ、下の

ように延べ１８７名（昨年比１０名増）の方に参加 
して頂きました。 

また、１０月２７日には、理事長以下１０名にて 
小郡市長・大刀洗町長へ表敬訪問をし、日頃のお礼と 
今後のご支援をお願いしてきました。同日夕方からは 
シルバー事業ＰＲのための街頭ビラ配布を本所、支所 
のスーパーや駅前で実施しました。こちらには理事、 
地域班長をはじめ４８名の方の参加がありました。 
各行事に参加頂いた会員の皆さん、有難うございました。ただ、参加して下さる方は毎回決まってきているよ

うです。シルバー人材センターの活動は就業だけではありません。今回参加できなかった会員さんも次の機会に

は是非ご参加をお願いいたします。 
【ボランティア清掃及び街頭ビラ配付に協力頂いた皆さん】（五十音順、敬称略）参加会員実数：１４１名 

浅井 泰則 井手 怡三 尾花 日出成 榊 純良 高尾 武士 床嶋 正行 西山 早智子 平田 剛希 溝上 芳子 矢永 一臣 

天本 介夫 伊藤 カツヨ 上假屋 文子 酒見 美喜男 高園 善太郎 戸髙 ケサミ 仁田野 智章 福田 利勝 峯崎 泰一 柳瀬 弘幸 

天本 寅雄 伊藤 シゲ子 川尻 祐次 佐々木 龍蔵 高松 勝彦 友添 憲二 能塚 洋子 藤木 道雄 宮原 一郎 矢野 久美子 

天本 ひとみ 稲益 登美子 川野 直 佐田 紀美子 高山 力位勇 鳥越 康夫 野口 年秀 藤田 教司 美山 正 八尋 敏子 

天本 保臣 井上 忠 川端 タミ子 佐藤 毅 田中 妙子 内藤 一恵 野中 幹夫 藤原 忠行 牟田 昭行 山口 カツ子 

荒巻 常幸 井上 康矩 木村 早苗 佐藤 育宏 田中 徹 永江 良典 野中 光次 渕上 信吉 村田 信江 山下 修司 

荒巻 由美 井原 庸雄 木村 久子 眞田 勝 田中 博實 中垣 一夫 林 幸男 堀之内 一夫 本 照男 山田 忠義 

有川 穂積 上野 忠三郎 吉良 昌子 佐野 立美 棚町 寛 中垣 幸枝 原 恵 松尾 健治 森 親 山田 智昭 

池田 勝義 牛嶋 芳香 熊手 宏行 城崎 浩平 玉置 玲子 長澤 和輝 稗田 陸男 松尾 智弘 森 芳郎 山本 秋也 

池田 正信 江村 勲 倉吉 睦雄 白石 恵 土持 秀喜 長澤 尚子 久富 アイ子 松熊 秀子 森下 弥寿治 山本 久 

池田 渉 大田 繁 古賀 久子 白武 スミ子 鶴 淑子 中島 昌義 日髙 和子 松本 正治 森光 敏雄 吉田 誠 

池松 タマエ 岡 幸重 小林 玉枝 白谷 久代 鶴 良子 中嶋 幸弘 平田 ケイ子 松本 正之 師岡 邦佳 吉松 修己 

石井 エミ子 緒方 高義 小柳 卓也 瀬戸 恒鋭 鶴野 義治 中原 幸一郎 平田 貞夫 三木 幸雄 安丸 博 龍 勝志 

石井 久也 荻野 久夫 小柳 陸祐 瀨戸山 吉幸 堂本 信子 中原 博義 平田 正好 溝上 喜美子 安本 忠治 和佐野 政徳 

石橋 眸          

＊託児ルームでクリスマス会をします！ 

               託児ルームでのクリスマス会は、市民(親子)の方が心待ちにしている行事のひとつに

なっています。今年も、親子工作や会員さんによる紙芝居、サンタ登場など、盛り沢山

の内容で交流を持ちます。また、子育てに追われているお母さんにも、子どもから離れ、

ホッとした時間をちょっとだけ作りたいと思っています。 

会員の皆さんの参加協力をお願いします。 

日時：平成２２年１２月３日（金）１０：００～１２：００（会員は９：００～） 

場所：小郡本所 ２階 多目的ホール 

※ 参加協力していただける方は、事務所へお知らせ下さい。 

＊料 理 講 習 会 を開 催 します！ 

    今回は高齢者のための野菜をたくさん使った料理やお正月などのおもてなし料理を料理教室の吉田世津子先生
に教えて頂きます。食事作りの就業はもちろんの事、ご家庭でも役立つこと間違いなし！！  
会員さん同士お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。 

  日 時 ： 平成２２年１２月１０日（金）９：３０ ～ １２：００ 

  場 所 ： あすてらす 調理実習室 

  講 師 ： 吉田 世津子 先生 

  対象者 ： 福祉・家事援助サービス就業会員、または就業希望会員。 

  定 員 ： ２５名 定員になり次第、締め切ります。 

   ※ エプロン、筆記用具を忘れずに持参下さい。 

正 月 近 し   し め 縄 販 売 の ご 案 内     早めのご予約、ご購入を！ 

 しめ縄(大)850 円  しめ縄(小)550 円  しめ飾り 450 円  竹を使ったしめ飾り 1,100 円  

※１２月１日（水）よりお渡しできます。ただし、竹を使った飾りは１２月２７日（月）よりのお渡しとなります。                         

センターではしめ縄作り・販売を毎年独自事業として取り組み、ご好評を頂いております。今年も販売いたします。

国産藁 100％の仲間の手作りしめ縄を飾り、新たな気持ちで新年を迎えましょう。        

 

 

１０月９日 シルバーの日ボランティア清掃 
県道原田駅東福童線、陸上競技場の清掃７４名参加 
大刀洗町運動公園２４名参加 

１０月１７日、２４日 環境美化の日ボランティア清掃 
小郡駅前清掃６２名参加 
県道鳥栖朝倉線清掃２７名参加 

 



 


