「高田公園のアジサイ」
（撮影：広報対策部会 関川雅夫）

上越市西城町１−12−４
℡ 025-522-2812

本所

新年度にあたって

理事長

井

部

博

光

去る五月二十六日、平成二十九年度公益社団法人上越市シル

バー人材センター定時総会がリージョンプラザ上越において開

催されました。この定時総会において、役員に選任され、その

後の理事会で理事長に再選されました。今後二年間この職を務

めることとなりましたのでご支援よろしくお願いいたします。

また、この定時総会において、提案した平成二十八年度の決

算において受託事業と人材派遣事業の合計での契約金額は、四

億七三〇〇万円余となり、
前年度まで縮小傾向にありましたが、

国における労働者派遣事業推進の流れを受け、当シルバー人材

センターでも派遣事業の拡大に努めた結果、決算において僅か

ながらではありますが、黒字となることが出来ました。これも

ひとえに会員一人ひとりのご努力のお蔭であると感謝いたして
おります。

シルバー人材センターの目的として、
「高齢者の生きがいの

充実」にあることは無論でありますが、もう一つ重要な柱とし

て「地域社会への貢献」
、すなわち高齢者が地域社会の担い手

として働くことを通じて、地域社会の維持発展を図っていくこ

とが大切だと考えております。

例えば、市内で社会問題化している空き家管理、働く女性を

支援する放課後児童クラブ、その他軽易な介護業務等「地域の

お役に立つ事業」
に積極的に取り組んで行きたいと考えております。

このたび新しく選任された役職員が先頭に立って当センター

の事業を推進して参りますので、会員の皆さんのご支援、ご協
力をお願いいたします。
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ついて」及び「監査報告について」
を議題として提案説明が行われ、

新役員をご紹介します

理事監事の任期満了に伴い、新

たに理事十五名、監事二名が総会

氏、副理事長に戸倉稔氏、常務理

杉田

俊貞（板倉区）

久（大潟区）

○理事（十五名）
・敬称略

最後に第四号議案「役員の選任

宮下

弘子（子安新田）

高山精次郎（安江二）

の内容については既に理事会での

なったことが説明された。またこ

末残高が百六十五万円の増額と

氏（頸城区）に対

任される高橋辰吉

を最後に役員を退

また、この総会

宮下

小嶋美知子（灰塚）

矢澤

横田

正勝（南高田町）

○監事（二名）

敬一（大手町）

ソーイング班準備

2
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平成二十九年度

質疑もなく、両議案とも原案通り
承認された。

について」を議題として提案説明

事に事務局長の矢澤正勝氏が再選

で承認を受けたことから、理事会

総会当日の会員数

が行われ、説明の後、この内容に

されました。

次に、報告第二号「平成二十九

日、会員百六十四名の参加をいた
は千八十七名、定

ついては既に理事会での承認を得

定足数の報告

公益社団法人定時総会の概要
公益社団法人上越市シルバー人

だき、リージョンプラザ上越にお
足数はその二分の

ている旨の報告があった。

博光（北城町一）

で互選の結果、理事長に井部博光

いて開催されました。
一の五百四十四名

井部

稔（仲町二）

年度事業計画及び収支予算の報告

総会の挨拶で井部理事長は、関

であり、本日の出席者数は八百五

部変更について」を議題として提

戸倉

昭雄（昭和町一）

事務局長より、

係機関、事業所、地域住民、会員

十六名（うち本人出席百六十四名、

案説明が行われ、質疑の後、原案

細川

材センター定時総会が五月二十六

の皆さんのこれまでのご支援、ご

委任状六百九十二名）であること

通り承認された。
について」を議題として提案説明

小島

久夫（春日野二）

承認を得ている旨の報告があった。

し、井部理事長か

退任された高橋理事

協力に対し感謝を述べるとともに、

が報告された。この結果を受け議

◆役員の氏名◆

来賓各位に今後のご指導ご支援を

長は総会の成立を告げた。
議事録署名人

が行われ、質疑もなく、新たな役

続いて、第三号議案「定款の一

要請しました。
当日は来賓とし

議長より定款第二十一条第二項

三上千加子（寺町一）

十年会員表彰

長田

春雄（中郷区）

て上越市長 村山

員案が原案通り承認された。
永年のご苦労に対し今年度は四

古川

悦男（柿崎区）

の規程により議長と出席した代表

十二名の皆さんに表彰状と記念品

小出

勝（上中田）

秀幸様、上越市議

報告第一号「平成二十八年度収

が授与され、会員を代表して田澤

池田

理事が署名するとの報告があった。

支補正予算の報告について」事務

光雄さん（下門前）に理事長から

池田あや子（南高田町）

議事に入り事務局より議長選出

続いて第一号議案「平成二十八

ら感謝状が贈られ

議案の審議

局長より補正額の内容について説

表彰状と記念品が渡されました。

会議長 内山米六
様、上越公共職業
安定所 統括職業指導官 飯塚義孝
様のご臨席をいただきました。

明があり、この結果、正味財産期

の提案があり、中郷区の古川春雄

年度事業報告について」
、第二号

一（富岡）

氏が満場の同意を得て議長に選出
されました。

ました。

飯塚指導官

議案「平成二十八年度決算報告に

内山市議長

十年間の思いとお礼

十年会員表彰を受けて
皆さんに感謝

直ちに市の施設での管理作業への

仕事に友人の勧めで入会しました。

私は定年退職後、第二の人生の

（下門前）

ルバー人材センターの指導とお客

ございました。これもひとえにシ

記念品をいただき誠にありがとう

風薫る五月に晴れて十年表彰と

（春日山町三）

幸市

就業のお話があり、不安ではあり

様のお蔭と感謝しております。定

福原

ましたが諸先輩のご指導と同僚の

年退職して毎日がサンデーという

光雄

ご協力で五年間就業しました。次

目標のない日々が続いていました

田澤

の就業先も市の施設での管理人の

が、無事に終了して

が、友人からシルバー人材センター

しております。い

の退社は達成感で一

仕事で現在に至っています。また、

ずれにしても健康

杯です。これが生き

のことを聞いて入会しました。冬

第一です。これか

がいです。お客様に

互助会主催の各事業「旅行、納涼会、

らも健康には自己

対し質の高い仕事、

囲い、庭木剪定の指導を受けたり、

管理と規則正しい

サービスの提供に心

忘年会」等に出来るだけ参加し、

生活を送り、体力

掛け、自主自立共働

現在は特養の施設で宿日直の仕事

の続く限り頑張り

共助の理念に徹する

会員同士の親睦を深めることがで

たいと思います。

ように努力して、仕

を勤めさせていただいております。

最後に十年表彰と

事に責任が持てる限

き楽しく過ごすことができました。

記念品を頂き誠に

り頑張りたいと思い

当然のことながら緊張の勤務です

ありがとうござい

ます。

どちらも色々学ぶ事が多く、感謝

ました。

第 回
就業先拝見

若い社員さんに丁寧に教えてい
ただいております。また、「フッ
トワークいいですね」等と言っ
ていただき気を良くしておりま
す。店内を歩き回りますので、
知らずに運動になっているよう
です。これからも若く、明るい
社員さんから元気をもらって、
気持ちだけは若
く、
「助かってい
るよ」と言ってい
ただけるように頑
張っていきたいと
思っております。

今までにない初めての
仕事で楽しく仕事をして
います。ランナーを取り
にハウスに入ると苺の甘
い香りが心地よく仕事も
捗ります。苺園ではお客
様が幸せに、笑顔になるように
と願を込めて作っているとのこ
と。私たちもその手伝いをさせ
ていただくことが嬉しいです。

富岡恵美子 （大潟区）

て熱湯消毒し、ポットの中に植
える作業です。ランナーを切る時、
洗う時は気を使いますが翌日が
楽しみです。明日も頑張ろう！

こんな仕事をしています

イチゴハウスで働いてます
竹内ヨシエ （大潟区）
シルバーの派遣事業で苺園に
お世話になっています。やるこ
と全てが初めての仕事で不安と
楽しみの毎日です。苺を
植えた後、葉欠きをし肥
料をやる仕事です。青空
の下、爽やかな風と甘い
香りの中での仕事に幸せ
を感じています。

小島シゲ子 （大潟区）
今、私達は甘い美味しい香り
の苺 園で仕 事をしています。ハ
ウスの中で苺のランナーを洗っ

仕事で元気に
（寺町三）

荻原ハルエ

カー用品販売のイエローハッ
トで商品の品出し作業を一週間
に一度やっております。お話し
をいただいた時は、シルバー年
齢の私に馴染みのない商品なの
で果たして出来るだろうか？と
心配でした。今回この用品の定
位置を覚えても一週間ぶりに行
くと忘れていたり、新パッケー
ジになっていたりで、
その都度、

3
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局と連携を取りながら、少人数

ルバー菜園グループです。事務

あげてから三年目に突入したシ

有機栽培農法に「のろし」を

たら一緒に活 動しませんか？

けず」の思いです。よろしかっ

同、「 悪 戦 苦 闘 な く し て、 道 開

南三祭等で販売しています。一

所前販売所・フリーマーケット・

のご要望にお応えするため、
「丁

シニアフリーマーケットに
出店しませんか！



熱中症の季節です

今年の夏も暑くなることが予想

「熱中症見舞金制度」

トをシルバー事業として六月から

されますが、熱中症の発生は七月

今年度もシニアフリーマーケッ
開催しています。原則、十月まで

は市民の皆さんに広くシルバー事

ますが、シニアフリーマーケット

払われる「熱中症見舞金制度」に

熱中症にかかった時に見舞金が支

シルバーでは、現在、就業中に

から八月がピークになります。

業を知っていただくための絶好の

加入しています。

の毎月第二土曜日の午前中開催し

機会です。会員の皆さんも家庭で

今年の夏も酷暑が予想されます。

りが熱中症

採れた野菜や手作りの手芸品等、
出店する場合、一般の会員の出

を正しく理

夏を迎え、改めて会員一人ひと
店料は無料ですが、開催日の三日

解し、予防

自慢の品で是非出店して下さい。

前までに出店届をシルバー事務所

に努めて下

「こまめな水分補給」
と「塩分の補給」

予防のポイントは

さい。

（本所・支所）へ提出して下さい。
今後の開催日等は次のとおりで
す。
お問合わせは事務局（池田・相

澤）まで。
（☎５２２─２８１２）

4
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予定に合わせた活動ですが、そ

ではありますが「融和」をモッ
新たな「出会い」が生まれ、有

シルバー農園

トーに活動しています。今年も
意義な余暇活動の日々を過ごせ

れなりの収穫もありシルバー本

十六品種の野菜を栽培し、収穫

仁（清里区寺脇）

るでしょう。
（栽培活動以外に茶

皆、農業には無縁の「素人」
お問合わせは

を目指して天気の良い午前中に

の 集 ま り で、「 あ あ で も な い、
事 務 局（ 池 田・

会、料理会もあり）
。代表・今井

こうでもない」と言いながら楽
相澤）まで。
（☎

作業しています。

しんでいます。仲間内では細か

５２２─２８１２）

ンバーは男性六名、女性三名の

錬成会」の皆さんです。現在メ

なルールもなく作業日も個々の

筆耕「錬成会」

寧に、心をこめて」をモットー

九名。筆耕を注文されるお客様

人を超え、お正月に届く年賀状

に仲間同士で切磋琢磨しています。

＊詳しくは事務局（池田・丸山）
までお問い合わせ下さい。
（☎522−2812）

＊これは見舞金の制度であり、
病院で治療を受けても傷害
保険適用はありません。

今や携帯電話やパソコンによ

の宛名のほとんどが印刷による

書道や習字に興味のある方、

死亡見舞金
10万円
入院見舞金
５万円
（２泊３日以上）
入院見舞金
３万円
（１泊２日）

億

この時代に、温かみのある美し

仲間になってみませんか。申込
は事 務 局 池 田 ま

見舞金の対象と金額

るインターネット利用者が

い手書きの毛筆文字に拘るグ
毎月第二・第四火曜日、午前

で。
（見学も可）

み・問い合わせ

九時三〇分から二時間、本所会

（☎５２２─２
８１２）

議室で封筒の宛名書きや、賞状

ループがあります。

1

全文書きの練習している「筆耕

【今後の開催日】
８月12日㈯
９月９日㈯
10月21日㈯＊第３週
【時 間】
午前９時30分～11時30分
【場 所】
雁木通りプラザ公園（本町３）
＊出 店届は本所、支所等にあり
ます

募集

仲間

平成二十九年度

シルバー会員互助会通信
議案「役員の選任について」事務

九年度収支予算書（案）
」
、第五号

てお知らせします。なお、詳細につ

今年度の互助会の行事予定につい

☆平成二十九年度行事予定

去る五月二十六日にリージョン


長より説明があり、質疑の後、原

互助会定時総会が
開催されました
プラザ上越コンサートホールで開

いては決定次第、
随時お知らせします。

案通り承認され

受け付けたところ質疑はなく、原

から監査報告を受けた後、質疑を

〃

〃

幹 事

黒𥔎 朝子（子安）

石平喜美子（大和三）

新保 一喜（柿崎区）

大宮 辰男（板倉区）

事務長 池田

お届けしました。

に弔慰金五千円を支給し、幹事が

亡くなられた三名の会員の皆さん

生きがい第六十三号掲載以降に

＊会場未定

○十二月七日㈭午後四時～

★忘年会

所で実施。詳細は未定

・シルバー普及啓発月間に合わ
せて、本所、頸北、板倉の三ヵ

○十月中旬予定

★清掃ボランティア

＊未定

○十月十二日㈭・十三日㈮

★研修旅行

・内山料理店（春日新田）

○八月四日㈮午後五時～

★納涼会

案通り承認されました。
議事終了後、織田副会長が閉会

催された平成二十九年度上越市シ
ルバー人材センター定時総会の終
の挨拶を述べ、二時五十七分閉会
なお、役員の選任について総会

了後、引き続き会員互助会の定時
議事に先立ち杉田事務長より議

での承認を受け、同日、新役員を

となりました。

長選出の提案があり、頸城区の高

決定しましたのでご報告します。

総会が開催されました。

橋辰吉氏が満場の同意を得て議長
に選出されました。また、高橋議
長から議事録署名人として石平喜
美子幹事と新保一喜幹事が、書記
として戸倉稔幹事が指名されました。
引き続き議事に移り、第一号議

◆役員氏名（住所）◆ ＊敬称略
久（大潟区）

会 長

杉田

い て 」、 第 二 号 議 案「 平 成 二 十 八

副会長 田近 英樹（ 南城町一）

ました。

〃

高山精次郎（安江二）

○小川 勝治 様（大貫三）

長田 久夫（ 春日野二）

続いて第三号

〃

小池

○平野

〃

議案「平成二十

〃

市村 良和（板倉区）

○鈴木満知子 様（板倉区）

保（柿崎区）

勝 様（下荒浜）

ご冥福をお祈りいたします

九年度事業計画

会計監事

田澤 光雄（下門前）

勝（上中田）

（ 案 ）」、 第 四 号

〃

長より説明があり、市村良和監事

年度収支決算報告について」事務

案「平成二十八年度事業報告につ

杉田新会長

議案「平成二十

ゴルフ同好会が誕生しました

互助会では会員同士が親睦
を目的として同好会、サーク
ルを立ち上げる場合に、一定
の条件の下で活動助成金を支
援することにしていますが、
この度、同好会第一号として
「ゴルフ同好会」が誕生しま
した。
入会を希望
される会員は
左記までご連
絡下さい。
代表 長田 久夫
 （☎５２３─２３９３）

仲間を募って同好会を
作りませんか？

具体的に立上げを検討され
ている場合は、まずは、互助
会事務局までご相談下さい。
互助会 事務局 池田 勝
 （☎５２５─３３５８）

会長就任のご挨拶 杉
 田 久
先般の定時総会で承認をいた

だき、寺口前会長の後任として

会長に就任しました。会員の親

睦と融和により一層、尽力して

参ります。皆様のご協力をお願

いします。
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退任の寺口前会長

生きがい64号

事

務

局

新しい職員をご紹介します

だ

よ

り

（撮影：広報対策部

センターでは、今年の一月以降、

〈全国統一安全就業スローガン〉

「事故防止 急ぐな あせるな 気を抜くな」

１「確実な

委員

委員

委員

副部会長

池田あや子（ 南高田町）

藤𥔎

関川

平山

上野 和敏（

春日新田二）

＊今後二年間、よろしくお願い
いたします。

太一（三和区）

雅夫（

一男（頸城区）

委員

春日山町三）

勝（上中田）

広報対策部会新メンバー紹介＊

安全就業は、
シルバー事業の基本です！

部会長 池田

＊

関川雅夫）

動作に宿る 安全就業」
２「まあいいか ゆるんだ気持ちが

事故になる」

〈新潟県安全就業スローガン〉

改築される水族博物館での
ピラルク最後の勇姿！
お疲れ様でした。

本所の嘱託職員と頸北支所の臨時

頸北支所 236名

職員に交代がありましたので、改

所 857名

めて新しい職員の皆さんをご紹介

（男809名／女284名）

します。これまで同様、よろしく

1,093名

お願いします。

（６月30日現在）

幸雄

四月より本所でお世話になっ
ております嘱託職員の植木です。
まだまだ不慣れで会員の皆様に
は何かとご迷惑をおかけしてお
りますが、日々元気に活躍され
ている会員の皆様から頼りにさ
れる存在となれるよう精一杯頑
張りますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。

数
員

嘱託職員

植木

四月より頸北支所にお世話に

＜請負等の仕事＞
■シルバーが会員に提供する仕事は、家庭や事業所から引き受けた請負や委任での仕
事です。この場合は労災保険の適用にはなりません。自分の健康保険証を使って治
療を受けて下さい。
＜労働者派遣事業等の仕事＞
■労働者派遣事業や職業紹介での仕事における事故で
ケガをした場合は労災保険の適用になります。
★何れの場合も、治療が優先ですが、事務局へ必ず連絡
を入れて下さい。休日の場合は ☎０９０－８０８４－２７８６（本所）
☎０９０－８０８４－３０８３（支所）
本

嘱託職員

本所

なっています臨時職員の吉﨑です。
会員の皆様の元気溢れる姿に接し、
お客様や会員の皆様に喜んで頂け
るお手伝いが少しでも出来ればと
思っています。不慣れな点など、
多々あるかと思いますが、よろし
くお願いいたします。

吉﨑

仕事でケガをした時、忘れないで下さい！
会

洋一

頸北支所 臨時職員

一月から勤務し始め早半年。
未だ至らない点も多く、諸先輩
方や会員の皆様に、文字通り叱
咤激励いただきながら、
日々
（冷
や）汗をかきつつ奮闘しており
ます。皆様から信頼いただける
仕事が出来るよう、今後も励ん
でまいりますので、よろしくご
指導下さい。

飯塚みちる
本所
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