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〈平成２５年度定時総会の開催について〉 

初夏のさわやかさを感じる時期に平成２５年度の定時総会・会員互助会総会を開催します。 

この総会は、今年度の当センターの事業の方針等を決定する、会員の皆さんにとって最も重要な会議です。 

会員の皆さんには万障お繰り合わせのうえ、ご出席下さいますようお願いいたします。 

なお、開催通知及び定時総会出席票・書面議決状と議案書を配付いたします。定時総会への出席・欠席を必ず地

域班長へ連絡して下さい。都合により欠席される場合は、必ず書面議決状を地域班長へ提出して下さい。 
  
日 時： 平成２５年６月８日（土）９：３０～ 

    場 所： 小郡市生涯学習センター 七夕ホール 

※ 出欠などの地域班長への連絡は５月３０日（木）までにお願いします。 

※ 出席の報告後、急用等で欠席される方は、必ず、地域班長か事務局にご一報下さい。 

〈高齢者福祉講習会のお知らせ！！〉 
高齢者福祉サービス事業にかかわる会員対象の講習会を下記の日程で開催します。 

高齢化が進む中で、高齢者とのコミュニケーションをとるのが難しいこともあります。傾聴をはじめ、守秘義務、

電話による応対など基本となる講習会です。是非ご参加下さい。 

◇日 時：平成２５年５月２８日（火）  ９：３０～１１：３０ 

◇場 所：小郡本所 2階多目的ホール 

◇講 師：坂井玲子 先生 

◇内 容：高齢者福祉サービスにおける接遇とは・・・？ 

      ※参加申し込みは５月２４日（金）までに事務局までご連絡ください。 

〈布ぞうり作り参加者募集！！〉 
  ６月から市民の方対象の脳トレが始まります。その前に会員さんも布ぞうりをつくってみませんか？ 

下記の日程で開催しますので、是非参加してみてください。 

◇日 時：平成 25年 6月 4日（火） 9：00～15：00 

◇場 所：小郡本所 2階多目的ホール 

◇準備するもの：古着（浴衣など、）を下記の通り裂いた状態でご持参下さい。 

・幅 4～5㎝×長さ 1.5ｍを 20本程度（土台用） 

・幅 5～6㎝×長さ 67㎝を 4本（鼻緒用） 

・幅 4㎝×長さ 33㎝を 2本（前つぼ用） 

・裁縫道具、ものさし、洗濯バサミ（2本） 

※申し込み問い合わせは、事務局(柴田)までお願いします。 

〈シルバー人材センターのジャンバーを全会員に貸与します！〉 
センターでは、ボランティア作業やセンター行事など多くの会員さんが集まる機会にシルバー人材センター事業のＰＲをしていくため

のジャンバーを全会員にお渡します。 

ジャンバーには、Ｓ～ＸＬまでサイズがあります。サイズの取りまとめを地域班長さんにお願いしていますので、下記のサイズ表を参

考にして、平成２５年５月３０日（木）までに所属の地域班長さんまで連絡をお願いします。 

なお、試着を希望される方は見本を本所及び出張所においていますのでご利用ください。 

 

 

 
 

     単位：円 

    前年度比較 予算達成状況 

平成２４年４月から平成２５年３月   ２５年度実績 ２４年度実績 対比 予算額 実績額 対比 

ま で の 累 計 契 約 金 額 対 比 表 小 郡 本 所 9,404,516  10,043,183 93.6% 134,500,000 9,404,516 7.0% 

（ 対 前 年 度 同 期 間 と の 比 較 大刀洗支所 2,517,706 2,823,955 89.1% 35,000,000 2,517,706 7.2% 

及 び 対 予 算 達 成 状 況 ） 全 体 11,922,222 12,861,138 92.7% 169,500,000 11,922,222 7.0% 

サイズ Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ 

着丈（縦） ７０㎝ ７２㎝ ７４㎝ ７７㎝ 

身巾（横） ５２㎝ ５７㎝ ６２㎝ ６５㎝ 

袖丈（腕） ７９㎝ ８３㎝ ８７㎝ ９１㎝ 

※ 会員の皆様にジャ
ンバーをお渡しできる
のは、平成２５年６月
中旬の予定です 

 



 
  

 

 

  平成２４年１２月から平成２５年４月に入会された会員を対象に下記の日程で研修を開催いたします。対象会

員には、今回配付物と一緒に案内文書を配付（配分金のある方は同明細書に同封）しております。なお、これま

での新入会員研修を欠席された方もご出席願います。 

  日 時： 平成２５年６月１８日（火）１０：００～１１：３０ 場 所： 小郡本所 ２階 多目的ホール 

〈宝満川一斉清掃に参加しました！〉 会員・職員９９名の参加！！ 

毎年恒例の宝満川一斉清掃が４月２９日、『昭和の日』に行われました。シルバー人材センターでは、鬼川原橋と

端間橋の二手に分かれて河川敷の清掃を行いました。好天にも恵まれ今年も多くの会員の皆さんに参加して頂き

ました。それぞれの集合場所で受付された方のみ、氏名を掲載させて頂いております。センターでは、本年度も、

数回のボランティア作業を企画しますので、多数の会員の皆さんの参加をお願い致します。                                       

【順不同、敬称略】 

松尾 健治 栗秋 和治 藤原 忠行 成富 ヨシ子 安本 忠治 山下 修司 渡辺 陽市 榊 純良 

松本 正之 稗田 陸男 長澤 和輝 長澤 尚子 高田 益三 明吉 正治 森山 嘉威 高見 重人 

大鶴 繁幸 江口 靖彦 益永 文子 緒方 高義 藤田 教司 秋吉 廣治 平川 善隆 立石 武 

平田 良一 平田 喜代子 小野 雅子 西田 繁子 尾花 日出成 大田 繁 堀之内 一夫 中川 清水 

能塚 洋子 厨  学 鈴木 孝尚 牧瀬 露子 中嶋 幸弘 久光 義雄 牟田 昌 城戸 和彦 

西山 早智子 森山 景介 峯崎 泰一 中村 洋子 鶴 淑子 古賀 次夫 渕上 信吉 永利 安雄 

牟田 昭行 古賀 正信 友添 憲二 稲益 登美子 山本 秋也 木村 久子 吉光 篤 重松 傳之典 

瀬戸山 吉幸 桑野 智喜人 池田 勝義 永富 國春 松尾 智弘 荒巻 勝信 戸高 ケサミ 江上 正弘 

池田 渉 田川 憲一 熊 詞子 酒見 美喜男 佐々木 龍蔵 久富 アイ子 牛嶋 芳香 天本 介夫 

有川 穂積 山田 忠義 富永 郁雄 吉田 誠 髙松 勝彦 石橋 眸 中川 洋介 衛藤 茂 

野中 幹夫 萩原 利幸 荒巻 常幸 佐野 立美 倉吉 睦雄 服部 博重 岡 幸重 松本 正治 

三井 光明 吉良 昌子 

※ 参加されていて、お名前が掲載されていない方がいらっしゃいましたら事務局へご一報下さい。次号にて掲載いたします。 

 

＜子育て支援事業講習会（救命救急）を開催します＞ 

 毎年、子どもの病気や怪我についての講習会を開催していますが、今年度は、消防署の救命士に AED の取り扱いを含めた救命講習をして頂

きます。当センター本所窓口にも AED が設置されています。元 J リーガーの松田直樹選手が急性心筋梗塞で 34 才という若さで亡くなられた

ニュースは記憶に新しいと思います。松田選手が倒れた時にＡＥＤがあれば、そしてそれを使うことができる人が傍にいれば、若しかしたら助

かっていたかもしれません。今回は、子育て支援事業の講習会ですが、どなたでも参加できます。是非一度はＡＥＤの操作を体験してみてくだ

さい。子育て支援事業に携わっている会員さんは、都合をつけて参加をして下さい。 

日 時 ： 6月 10日（月）10：00～12：00 

場 所 ： 小郡本所 多目的ホールＡＢ 

※参加希望者は、6月 3日（月）までに、事務局へご連絡下さい。 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
平成２５年度会員互助会総会のご案内 

 

平成２５年６月８日（土）、本体定時総会終了後に引き続き 

会員互助会総会を開催します。詳細は、「平成２５年度会員 

互助会総会の開催について」をご覧ください。  

＜業務推進委員会から野菜づくりの経過報告です！＞ 

 推進委員さんの知り合いからお借りしているシルバー農園では、大根、小松菜、

ほうれん草など 13種類の野菜がかわいい芽をだし順調に育っています。これからは、

蝶が舞い青虫の天下です。無農薬（低農薬）を目指していますが、収穫が気になり

ます。朝摘み野菜を皆さんに買って頂けるように、そして独自事業として取り組め

るように、推進委員さんの野菜づくりが始まっています。 

喜寿祝い金の支給 
４月１６日から５月２０日までに喜寿を迎えられ

た方は、次の方です 

山下 年 さん   大保班 

天本 介夫さん  小板井班 

おめでとうございます。 


