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各地区の懇談会が開催されました。実施状況は次の通り。 
地区 開催日 会場 特記事項 参加者 

1・3・4 
11/17

（金） 

江戸川台西 

自治会館 
＜講演＞「流山のまちづくり」 講師：市都市計画部次長 29名 

2 
11/25

（土） 
森の倶楽部 

＜講演＞「認知症を予防するための日常生活のあり方」 
講師：市健康増進課保健師 

44名 

5・6 
10/20

（金） 

シルバー人
材センター 

＜講演＞「我以外皆師」  講師：黒崎監事 28名 

7 
11/11

（土） 

平和台 

福祉会館 

＜PCプレゼン＞「シルバー人材センターとは？ 今後求められ
る事は？」  講師：横田理事 
＜体験発表＞ 共通テーマについて 各会員より 

21名 

8 
11/24

（金） 

第２コミュニ 

ティホーム 
＜意見交換＞「仕事の満足度・生きがい・仲間づくり」について 29名 

9 
10/22

（日） 

南流山 

福祉会館 

＜説明＞「適正就業のガイドラインについて」 設楽地区班長 
＜口演＞ 会員による落語発表  由布川亭銀歯さん 

22名 

10 
11/4

（土） 

名都借 

福祉会館 
＜体験発表＞「趣味と就業とボランティア」 宮澤職群班長他 17名 

 
各地区で前田会長から「地区の活性化が必要であること。

遠い親戚より近くの他人（シルバーの会員同士）が大切な存
在であること。健康管理に気を付けること。」などを内容と
した挨拶がありました。また、海老原常務理事から「流山市
シルバー人材センターの現状と課題」について報告があり、
会員からは、その内容等について質問や要望がありました。 
各地区とも今年の共通テーマである「シルバーでの楽しい

過ごし方」を基本に、会員になって良かったことや楽しいこ
となどの体験発表・健康管理講座や落語などを実施したほか、
弁当・ビール・お茶で会食しながら、会員同士の意見交換を
通して、親睦を深めました。今後も各地区の理事と班長が協
力をして、会員がシルバーで楽しく就業できるよう、尽力さ
れることを願っています。       （事務局・記） 
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（１） 

 
平成 29 年度各地区懇談会を開催！  
今年の共通テーマは「シルバーでの楽しい過ごし方」 



                    
『平成29年度第8回理事会』 11月6日（月） 

【報告事項】 

① 平成29年9月のシルバーの運営状況は、会員数が前年比4名減（男性11名減・女性7名増）、事業実績

累計は、前年比0.3％増となりました。就業率は77.8％、前年比0.7%増（派遣従事者19名を含めると3.2％

増）となっています。 

② 就業アンケートの回収が392件・回収率52％と低く、当アンケートに対する意識の向上が望まれます。 

③ 南流山福祉会館指定管理者申請の結果、内定が決まり、12月の市議会承認を待つのみとなっています。 

④ 既に開催した地区懇談会の結果が報告され、要望と改善依頼がありました。 

⑤ 就業適正審査委員会の審査結果と、処分内容及び改善対策が報告されました。 

⑥ 長期異動対象者に対する面談と就業情報説明会の実施、及び 12 月末迄に方針を出すとの報告がありまし

た。 

⑦ 4回に分けて、自転車関連就業者を対象に接遇研修会を開催しています。 

⑧ その他、市民まつり、事故発生一覧表、会費未納者、中長期計画進捗状況、中間会計監査実施、県シ連の

個別指導、県シ連主催のビル清掃技能講習会の応募状況 等について報告がありました。 

【協議事項】 

① 10月の新入会員12名（男性8名・女性4名）の承認と、退会会員7名（男性5名・女性2名）の報告が

ありました。 

② 平成 30 年度定時総会の日程として、平成 30 年 6 月24 日（日）14：00 から初石公民館で開催する案が

協議され、日程が決定しました。                       （横田 清四郎・記） 
 

 

『事業運営推進委員会』 12月6日（水） 

12月11日（月）に開催される理事会の議案について、定例議案の他に以下の協議をしました。 

①地区懇談会実施結果 ②自転車関係就業者の接遇研修会実施結果 ③館長等会議の結果 ④県シ連主催「事

業研修会」の参加報告 ⑤自転車関係就業状況抜き打ち検査結果 ⑥自転車関係班長会議 ⑦中間監査実施 ⑧

料理講習会の実施計画 ⑧平成30年度委員会等日程案 等。             （横田 清四郎・記） 
 

『安全就業対策委員会』 11月9日（木） 

次回以降の安全パトロールは、事故の多い職場を中心に行い、途中、自転車駐車場・放置自転車防止対策業務

のチェックも行う事にしました。ほっとプラザ下花輪の浴場の床が滑る問題は、タイルを加工する工事を具体的

に進める事になりました。 

【器具点検】 11月11日（土） 

植栽の仕事が忙しいせいか、今回は土曜日にもかかわらず、ほとんどの脚立が出払っていました。点検終了し

た器具には黄色のテープを張りました。箒、熊手を補充しました。            （工藤 新治・記） 
 

『適正就業委員会』 12月1日（金） 

10月の就業実績が事務局より報告され、施設管理関係では発表会・祭り等の行事により就業時間超過が見られ

たほか、スーパー・植栽等では時間超過が常態化しています。県シ連主催の「事業研修会」への参加報告があり、

高齢化およびシルバー人材センターの将来と方向性について説明がありました。スケジュールの調整が難しくて

中断していた職場訪問の今後の運用方法について協議しました。アンケート結果の中間報告があり、詳細は理事

会で発表した後、会報で皆さんにお知らせします。                  （岡野 三雄・記） 
 

『第2回次期理事・監事候補者推薦委員会』 11月27日（月） 

現在の理事・監事の意向確認状況の報告及び次期理事・監事候補者について協議しました。次回までに推薦書

を提出してもらい、それを基に答申書（案）を作成し、協議することにしました。       （事務局・記） 
 

『館長等会議』 11月20日（月） 

今回の会議は下花輪福祉会館で開催しました。 

①下花輪福祉会館の施設と運営 ②長期就業者の異動 ③施設のまつり等のイベント終了後の報告 ④事故発

生状況 ⑤年度末の事務処理 ⑥各施設の運営状況の報告 等について協議しました。   （石橋 建二・記） 
        

刈払機 ネットの使用 怠るな 
 

（２） 

理 事 会 

 
活 動 報 告 



    
 
 
 
 
 
 

『平成29年度第6回役員会』 10月24日（火） 
 
『役員会』 11月は開催しませんでしたが、一泊二日親睦旅行前日に、役員全員が江戸川台のビッグ・エーで菓子・

飲み物の買出し等をしました。旅行は大好評で参加者の皆さんに楽しんでいただきました。  （上 辰男・記） 
 
シルバーパソコン同好会へのお誘い  
シルバーパソコン同好会は、毎月第 3 火曜日 14：00～16：30 にコ

ミュニティプラザで例会を開催しております。楽しいパソコン、生活
に役立つパソコンを目標に、ワイワイガヤガヤと楽しく集まっていま
す。今年度に入って、Wordの基礎として、文字入力と編集方法、段落
の効果的な使い方、写真の挿入と画像処理から、シルバー会報作成に
使うテクニックまでの講習をしました。一般のパソコン教室では教え
ない事もやっています。10月例会はセンター2階で開催し、ネット動画でAI（人口知能）の現況を勉強しました。
例会後の懇親会では、公民館や福祉会館のイベントの苦労話しで盛り上がり、楽しく有意義な会合となりました。 

シルバー会と共催のシルバー歌声広場は、すでに12回開催し、唱歌から演歌まで幅広い歌で、ストレス発散・
脳の活性化・誤嚥防止に役立っています。尚、同好会に参加出来ない方の為に、無料メルマガも配信しておりま
す。同好会入会および無料メルマガご希望の方は、気楽に横田のメールアドレスまでお申し込み下さい。 

メールアドレス： yktssr1156@yahoo.co.jp                     （横田 清四郎・記） 
 

同 ゴルフ同好会 12月21日（木）、3月15日（木）  8：30 スタート 野田市ＰＧ・ひばりコース 

好 パソコン同好会 12月19日（火)  14：00～  コミュニティプラザ 

会 写真同好会 12月26日（火)  13：30～ コミュニティプラザ 
 
 
 

【平成 28年度・事業実績】 
  平成28年度の当センターと近隣各市の事業実績をお知らせします。＜全シ協資料より抜粋＞  

 隣接各市のシルバー人材センターの状況 各市の状況 

市名 
契約金額 
(千円) 

(内) 
公共 
(％) 

(内) 
民間 
(％) 

会員数 
就業実人員 就業 

率 
(％) 

人 口 
（内） 
60歳 
以上 

高齢 
化率 
(％) 

入会 
率 
(％) 請負 派遣 

流山 357,326 37.3 62.7 739 618 21 83.6 182,126 53,128 29.2 1.4 

松戸 915,699 49.2 50.8 2,169 1,799 45 82.9 792.787 149,145 30.3 1.5 

野田 398,115 29.4 70.6 771 715 45 92.7 154.772 55,035 35.6 1.4 

柏 794,857 22.3 77.7 1,591 1,421 165 89.3 413.657 127,248 30.8 1.3 

我孫子 322,951 52.6 47.4 691 578 43 83.6 132,401 46,286 35.0 1.5 

鎌ヶ谷 229,628 44.0 56.0 484 476 34 98.3 109,675 36,101 32.9 1.3 

 
  
『「第5回西深井福祉会館まつり」を開催』 11月５日（日） 

恒例の福祉会館まつりを開催しました。和太鼓グループによる景気の良い口上に
始まり、日本舞踊・よさこい踊り・詩吟・オカリナ演奏と多彩な演目で熱演が続き、
また初めての生バンド演奏も加わり会場は大盛り上がりで楽しい１日となりました。
又、廊下での刺し子（手芸）の作品展示も評判が良く、先生も大喜びでした。近隣
へのお知らせや口コミと好天にも恵まれ総勢約170名の来場となりました。 

（藤田 晃次、青柳 幸男・記） 
 

 

『「第10回南流山福祉会館まつり」を開催』 11月11日（土） 

南流山福祉会館まつりを開催しました。利用者発表会は、正午から午後4時まで約200
名の出演をいただき、チェロ四重奏・舞踊・カラオケ等、当会館を利用いただいてい
る皆様の熱意と努力の成果発表が行われました。体育室は、親子の皆さんに開放し、
約140名の方が伸び伸びと走ったり、輪投げ・魚釣りゲーム・ストラックアウト・プレ
イブイ・ボールなどで楽しんでいただきました。総数400名を超える来館者があり盛会
でした。今後も利用者の皆さんのご意見・ご希望を真摯に受け止め、充実した会館と
なるよう職員一丸となって努力していきたいと考えています。  （大須賀 彰・記） 

        

（３） 

まあいいか 思う心が 事故のもと 

流シ会だより 
流シ会(流山シルバー会)は 

会員相互の親睦・共助を目的

とし、会員の楽しいシルバー

生活を応援します。 

  
歌声広場  次回は 1月 29日（月）午後に開催します 
＜ シルバー人材センター2階ホール  13：30 ～ 15：30  ★車での来場不可★ ＞ 
 
毎回歌いやすい新曲を紹介して練習していただいています。 

 ⇒ カラオケキング、カラオケクイーンになれる練習の場としてご活用ください。 

 



＜編集委員＞ 

横田清四郎 池内弘行 

佐藤京子 海老原廣雄 

 

          
日 曜 １２ 月 の 予 定  日 曜 １ 月 の 予 定 
16 土 学習教室  1 月  
17 日    2 火  

18 月 
自転車駐車場・放置自転車対策班長会議 
入会登録説明会（シルバー人材センター） 

 3 水  

19  火   4 木 仕事始め 
20 水 配分金支払日   5 金 広報編集委員会 

21 木 学習教室  6 土 学習教室 
22 金   7 日  
23 土 天皇誕生日  8 月 成人の日 
24 日 器具点検  9 火  
25 月 次期理事・監事候補者推薦委員会  10 水 事業運営推進委員会 

26 火 入会登録説明会（南流山センター）  11 木 安全就業対策委員会  学習教室 
27 水   12 金  
28 木 仕事納め  13 土 学習教室 
29 金   14 日  

30 土   15 月 理事会  「シルバー流山」発行  

31 日      
 
◎新会員のご紹介（敬称略） ○数字は地区名 
①丸木 千代子 ②伊藤 克己 ③齋藤 美栄 ④喜田 恵治 ⑤大和 宏秋 ⑥吉田 慶子 ⑦土屋 茂 
⑧中島 正光 ⑨小室 猛 

 
◎作業日報は正確に！ 

作業日報の「会員番号」や「就業先名」の記載誤りが多く、事務処理に時間がかかり過ぎる状況となっていま
す。記載誤りがある場合、配分金が他の会員の銀行口座等に振り込まれてしまうこともあります。前回提出した
作業日報の写しと照合して正確に記載してください。 

 
◎緊急連絡先が変更になっていませんか？ 

入会時に万が一に備えて緊急連絡先を登録してもらっていますが、緊急連絡先の電話番号等が変わっても事務
局に報告しない会員がいます。ご自身を守るための緊急連絡先ですので、変更があった場合は、速やかに事務局
へ報告してください。 
 
◎全国のシルバー人材センターの概要 

全国のシルバー人材センターに加入する会員数は 71万8 千人と、日本の60 歳以上の高齢者人口の約 2％を占
めています。会員の平均年齢は、男性 72.4歳、女性71.8歳、全体では72.2歳となっています。国の総人口は 1

億 2,679 万人となり、長期の人口減少過程に入っています。このような中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業率を高めていくことが重要であり、この担い手であるシルバー人材センターに向けられ
る地域社会の期待は一層大きなものになっています。（全国シルバー人材センター事業協会発行「シルバー人材セ
ンター事業概要2017」より抜粋） 

 
◎冬の全国交通安全運動 

実施期間 12月10日～19日  スローガン 「気のゆるみ 一杯だけが 命とり」 
 

◆就業紹介◆ （以下の募集をしています。希望される会員は、早めに事務局に電話で申し込んでください。） 

施設清掃、運転業務（デイサービスの送迎）、植栽、除草作業 
 
◆料理講習会の案内◆ （受講希望者は、1月4日（木）までに事務局に電話で申し込んでください。） 
①期日：1月17日（水）10時～13時 ②場所：市保健センター ③定員：15名（先着順）  

④参加費：1,000円 ⑤内容：減塩をテーマとした保健センター栄養士による料理講習 
 

自動車や鉄鋼メーカーで起こした品質検査の不祥事が企業の信用を失墜させています。過去の勤務先

で、上は談合による幹部の逮捕事件や、下は現場作業員による不正取扱いが原因の爆発事故などがあり、

社会的信用を失うという事がありました。こんな事ではいけないと全社的にコンプライアンス（法令遵守）を徹底させ、ISO 規格（国際規

格）を導入し、違反者は厳罰に処するという告示を出し、末端まで浸透させるようにしました。社員もコン

プライアンス違反をしないよう、させないようお互いに注意しました。その結果、会社の信用及び品質に

対する信頼性が前にも増して高まりました。シルバー人材センターとしても、規程・規則を守り、いい仕

事をし、事故を減らして、地域の人々の高い信頼が得られるようにしたいものです。（横田 清四郎・記） 
 

 
  

 会 員 数：平成２９年１１月３０日現在 

計 ７５４ 男性 ６００ 女性 １５４ 

安全は焦るな！おごるな！無理するな 

（４） 

 
TEL ７１５５－３６６９ 

FAX ７１５４－１８３９ 


