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8月1日(水)、前任者の任期満了に伴い、新任

の地区班長、職群班長・副班長の委嘱状交付式

が、理事・監事同席のもとで行われました。また、

委嘱状交付式に続いて交通安全講習会が行われ

ました。 

 

『委嘱状交付式』 

今回、地区班長29名、職群班長34名、職群

副班長3名が選任されました（5頁名簿参照）。 

任期は、平成32年7月31日までの2年間となります。委

嘱状は、地区班長を代表して１地区の長堀茂班長に、職群班

長を代表して放置自転車対策運河駅の伊藤満班長に前田良

助会長から交付されました。委嘱状交付前に、前田会長の挨

拶があり、その後、福留事務局長から理事・監事及び職員の

紹介並びに地区班長・職群班長のそれぞれの職務内容につい

て説明がありました。 

 

『交通安全講習会』 

委嘱状交付式の後に交通安全講習会が開催されました。詳細は３頁を参照してください。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

第194号 平成30年8月15日  

発 行 公益社団法人  流山市シルバー人材センター ＴＥＬ  04-7155-3669 

 〒270-0114  流山市東初石3－ 103－ 18 ＦＡＸ  04-7154-1839 

 URL：http://www.sjc.ne.jp/nagareyama/ E-mail：nagareyama@sjc.ne.jp 

（１） 

高めよう自主・自立・共働・共助の基本理念 
 

流山警察署交通課講師による講習 血行促進の軽体操 

 



           
    

 
『平成 30年度第4回理事会』 7月9日（月） 
 

【報告事項】 

① 平成 30 年 5 月の当センターの運営状況は、会員数が前年比 21 名増（男性 11 名増・女性 10 名

増）、事業実績累計は前年比2.9％増、就業率は71.8％で、前年比1.3％減（派遣従事者21名を含

めると1.4％増）となった。 

② 今年度、既に2件の刈払い機による飛び石事故が発生。8月17日（金）に刈払い機安全講習会を

実施する。 

③ その他、職場訪問（森の倶楽部・下花輪福祉会館）、熱中症対策、31 年度指定管理者事業受託へ

の準備、館長等会議、市への共通要望事項の提出 等についての報告。 
 

【協議事項】 

① 6月の新入会員2名（男性2名）の承認と退会会員9名（男性7名・女性2名）の報告。 

② 以下の議題について協議した。 

・平成30年度定時総会の結果と反省  

・平成30年度地区懇談会の準備状況と今後の予定 

・今後のボランティア活動・PR活動 

第42回流山花火大会の清掃 

第40回流山市民まつりへのブース参加と駐輪場整理 

・地区班長・職群班長委嘱式及び交通安全講習会への理事・監事の出席 

・第27回流山ロードレース大会への協力依頼 

・平成30 年度会費未納者への通知依頼 等               （池内 弘行・記） 
 

『安全就業対策委員会』 7月5日（木） 

① 新しいメンバーによる初めての委員会なので、安全パトロール、器具点検、安全講習会、事故

防止研修会等、今後の事業について確認した。 

② 刈払い機による事故防止対策及び8月17日（金）実施予定の安全講習会の内容について、協議

した。 

・刈払い機使用による飛び石検証結果について（平成28年3月実施 前田会長説明） 

・専用駐車場の除草作業の受付について（平成29年9月文書 福留局長説明）  

・すでに今年度は、刈払い機による事故が 2 件発生していることから、今回の講習会は実際に刈

払い機を使用している除草就業者を対象に、安全対策を重点とした講習会にする。なお、講師

は外部講師とする。                         （市毛 和男・記） 
 
『適正就業委員会』  
【委員会】 7月5日（木） 

新メンバーによる最初の委員会を開催し、次の協議及び決定をした。 

①年間活動目標と計画の確認を行い、前年度の反省を踏まえ、職場巡回の回数を達成する ②就業

時間のガイドラインを超過した会員の就業先や季節要因等を改善するための検討を続ける ③請負

契約から派遣契約への切替えについて、顧客の理解をさらに進める。 
 

【第１回職場巡回】 7月13日（金） 

森の倶楽部及び下花輪福祉会館（ほっとプラザ下花輪）を訪問し、問題点や流山市への要望事項を

聞き取りした。                              （岡野 三雄・記） 
  
 

 

（２） 
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『平成 30年度第3回役員会』 7月9日（月） 

①総会（6月24日）（決議事項・懸案事項） ②友の会パーティー（新企画・立食形式） ③一泊二

日宿泊旅行（行先他） 等について確認と詳細検討をしました。         （上 辰男・記） 
 

♪♪～第 16回シルバー歌声広場を開催～♪♪ 7月27日（金） 

広場に歌好き 11 名が集合し、幼い時・若い時に流行って、我々の心

の奥深く残っている抒情歌・演歌を唄いました。高速・高性能パソコン

による映像と音響及びマイクとアンプを使用し、歌声と共にカラオケや

リードボーカルをして頂きました。他のカラオケ会でも唄えるように毎

回新曲の歌唱講座も続けています（今回は「夫婦人情」）。三島会員から

はお菓子、鈴木会員からは甘いスイカの差入れがあり、家族的な雰囲気

の中で、楽しいひとときを過ごしました。次回は 9月 28日（金）です。秋は素晴らしい歌が多数あり

ます。みんなで楽しく唄いましょう。予定をお願いします。         （横田 清四郎・記） 
  

同 
 
好 
 
会 

ゴルフ同好会 
9月20日（木） 8：30スタート 

10月18日（木）8：30スタート 
野田市ＰＧ・ひばりコース 

パソコン同好会 8月21日(火)  13：00～ コミュニティプラザ 

写真同好会 8月28日(火)  13：30～ コミュニティプラザ 
 
 
 
 

『「これから始める老い支度」講座を開催 南福祉会館』 

6月25日（月）にNPO老いじたくあんしんねっと流山研

究会の上平慶一講師による、「相続を争族にしないために」の

講義が 1 時間半にわたって行われました。定員 30 名の当初

計画が、49名の参加者で会場が埋め尽くされ、大盛況な一日

となりました。            （羽鳥 秀世・記） 
 

『交通安全講習会を開催』 8月1日（水） 

委嘱状交付式後の交通安全講習会には、班長・副班長等68

名が参加しました。 

講師の流山警察署交通課の山崎氏、田原氏から、「自転車安

全利用五則」の紹介があり、自転車のルールが厳しくなって

いること、13歳未満と70歳以上の人は、歩行者に気を付け

ながら、歩道を自転車で走っても良いこと（自転車は車道寄

りを走ること）、子どもや高齢者のヘルメット着用等の話が

ありました。 

その後、ＤＶＤによる「きずな町物語」の上映があり、高

齢になると、同時に複数の安全確認ができなくなるのでスピ

ードを緩めることや、身体の衰えを自覚して安全運転に努めることの大切さを伝えていました。また、

血行促進の軽体操も行われました。                        （事務局・記） 
 
 

  

（３） 
 

友の会だより 
「流山シルバー友の会」は会員相互の

共助と親睦を目的としています。 

 

 
友の会パーティーの開催 9月 12日（水）18：15～21：00 
場所：平和台福祉会館  募集人数：先着60名  会費1,500円 

参加資格：友の会員と当人材センターの会員および元会員 

詳細：折込み参照  申込み：人材センター事務局へ  ★車での来場は不可★ 

これくらい大丈夫！と思う甘さに落し穴 

＜自転車安全利用五則＞ 
①自転車は、車道が原則、歩道は例外 

②車道は、左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 

④安全ルールを守る 

◆飲酒運転は禁止 ◆二人乗りは禁止 

◆並進は禁止 ◆夜間はライトを点灯 

◆信号を守る 

◆交差点での一時停止と安全確認 

⑤子供はヘルメットを着用 



安全は 人に頼るな 自分から 

 

          
日 曜 ８ 月 の 予 定  日 曜 ９ 月 の 予 定 
16 木   1 土 学習教室 
17 金 刈払い機安全講習会  適正就業委員会  2 日  

18 土   3 月  
19 日   4 火   
20 月 館長等会議  配分金支払日  5 水 事業運営推進委員会 
21 火   6 木 安全就業対策委員会  学習教室 
22 水 英語教室  7 金 広報編集委員会 
23 木   8 土 チェンソー取扱い講習会  学習教室 
24 金 英語教室  9 日  
25 土   10 月 理事会 

26 日 花火大会清掃ボランティア  11 火  

27 月 
入会登録説明会（シルバー人材センター） 
英語教室 

 12 水  

28 火 入会登録説明会（南流山センター）  13 木 学習教室 
29 水 英語教室  14 金 適正就業委員会 
30 木 英語教室  15 土 「シルバー流山」発行  学習教室 
31 金 英語教室     
 
◎新会員のご紹介（敬称略） ○数字は地区名    
②星 隆司 ③伊澤 博 ⑤若井 幸雄 ⑤佐久間 宗孝 ⑦染谷 武 ⑧萬田 治雄 ⑨中村 真澄  
⑨藤原 信一郎 

 
◎熱中症対策のポイント 
連日、真夏日が続き熱中症の危険度が高くなっております。こまめに水分、塩分を摂取する等、

熱中症にならないよう気を付けましょう。なお、万一、就業中に熱中症の症状があった場合、直ち
に仕事を中止して①涼しい場所に避難する。②からだを冷やす。③水分補給を行う。 

※自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼ぶ等の対応をしてください。 
 

◎2019年版会員手帳の頒布のお知らせ 
全国シルバー人材センター事業協会では、事業を円滑に運営・推進していただく一助として、見

やすく、使いやすい会員手帳を、お求めやすい価格277円（税込）で頒布しています。 

購入を希望される方は、8月31日（金）までに事務局へ連絡ください。 
 

◎高齢者福祉センター森の倶楽部の入浴施設の休業案内 
入浴施設の点検、清掃等のため、9月11日（火）は入浴施設を休業します。浴場ろ過器のメンテナンスや配管内

洗浄、施設内清掃を行い、公衆浴場法水質検査の実施や入浴設備の負荷軽減を図ります。 
 

◎交通安全ファミリー作文コンクール（警察庁等主催） 作品募集 
警察庁等では、家庭、学校、職場、地域において、交通安全について考え、話し合った内容や方法、その結果実

行していること等の作文を募集します。コンクール応募票に必要事項を記入し、9月10日（月）までに送付してく
ださい。 

応募票及び送付先は、事務局へ問い合わせください。原稿用紙には、題名、氏名、性別を明記してください。 
 

【平成30年度会費納入のお願い】 
平成30年度の会費の支払いはお済みですか？ 現在、約70名の方が未納です。未納の方は、速やかに納入をお

願いします。事務局窓口での納入か、郵便局、千葉銀行での口座振替でお願いします。 

口座番号等については、事務局まで問い合わせください。 
 

シルバーの仕事は、班やチームでやる仕事が多いですね。では
チームワークとはなんでしょうか。1 つ目の定義は「チームワー

クとは、個人ではやり遂げることのできない大きな仕事をメンバーとの連携によって成
し遂げる力のこと」とあります。20 の力を持った5 人の選手が 20×5＝100 の力ではな
く、チーム全体の力を125に高めるようなことです。2つ目の定義は「チームワークとは
お互いの弱みを補完し、強みを高め合うことによって相乗的な力や効果を生み出す共同動作のこと」とあります。
20の力を持たない5人のメンバーは、合わせても100に満たないが、弱みを補完し、強みを高め合うことができ
れば、チーム全体の力を100にすることができるのです。シルバーの共働・共助の理念はこの2つ目の定義をさ
しているのではないでしょうか。シルバーのメンバーが、お互いに得意なこと、出来ることを積極的に出し合い、
他のメンバーの不得意なこと、できないことをカバーし合えば、お互いに豊かなシルバー生活を送ることができ、
流山シルバー全体としても大きな力を生み出すことができますね。           （横田 清四郎・記） 
    

 

 会 員 数：平成３０年７月３1日現在 

計 ７６３ 男性 ６０８ 女性 １５５ 

（４） 

 
TEL ７１５５－３６６９ 

FAX ７１５４－１８３９ 

＜編集委員＞ 

横田清四郎 池内弘行 

南石高秀   菅原正敬 

海老原廣雄 

熱中症になった

らすぐ濡れタオ

ルや氷等で冷や

す場所 



 
新班長・副班長の紹介 

 
平成30 年８月１日から平成32 年７月31 日まで、２年間にわたって班長を担当する皆さんを紹介します。 

 

《地区班長》                                （氏名敬称略） 

地 
区 

班長氏名 担当地域 
地 
区 

班長氏名 担当地域 

1 
長堀  茂 西深井、深井新田 

6 

松沼 信夫 東初石１～３丁目 

溝上  勝 平方、平方村新田、美原１～４丁目 圷  正美 東初石４～６丁目の一部、美田 

2 

高村 忠男 東深井 林  修司 東初石６丁目の一部、駒木、十太夫 

小口 雅弘 東深井 

7 

安元 征雄 
流山、流山１～９丁目 

平和台２・３丁目 

石山 正司 東深井 
鹿野  渡 

平和台１・４・５丁目、中 

前平井、後平井 印南 元喬 東深井、こうのす台 

3 

佐藤 正博 江戸川台西１～４丁目、中野久木 中野  実 三輪野山１～５丁目 

寺門 正美 
北、小屋、富士見台１・２丁目 

上新宿新田 

伊藤 優一 加１～６丁目 

8 

大塚  功 野々下１～６丁目 

4 

片岡都子夫 江戸川台東１～４丁目 
菅原 洋一 

長崎１・２丁目、古間木、市野谷 

芝崎 八木 保男 駒木台 

日向 典文 青田 

9 

設楽 辰之 南流山１～８丁目、木 

5 

工藤 正藏 西初石１～３丁目 夏川 秀雄 西平井、宮園１～３丁目、思井 

阿部  勲 西初石４～６丁目 鈴木忠次郎 鰭ヶ崎 

伊藤 春枝 
若葉台、上新宿、桐ヶ谷、南、谷 

上貝塚、下花輪、大畔 
10 

山本 剛男 向小金１～４丁目 

鳥山 恵司 前ヶ崎 

 
富沢嘉四朗 

松ヶ丘１～６丁目、西松ヶ丘１丁目 

名都借 
 

《職群班長》 

就労場所 班長氏名 就労場所 班長氏名 

1 放置自転車対策 運河駅 伊藤  満 20 自転車駐車場受付 運河駅 岩波  傳 

2 放置自転車対策 江戸川台駅 佐藤  奔 21 自転車駐車場受付 江戸川台駅東口 猪爪 八郎 

3 放置自転車対策 初石駅 浅香 利夫 22 自転車駐車場受付 江戸川台駅西口 伊藤  稔 

4 放置自転車対策 流山おおたかの森駅 成田 文雄 23 自転車駐車場受付 初石駅 片山 玄昭 

5 放置自転車対策 南流山駅 大越 幸雄 24 自転車駐車場受付 流鉄 車田  操 

6 平方保管所 白岩 仙一 25 自転車駐車場整理 運河駅 三浦 昭二 

7 鰭ヶ崎保管所 藤野  尚 26 自転車駐車場整理 江戸川台駅 高橋 利典 

8 市総合運動公園（管理） 小島 祐輔 27 自転車駐車場整理 初石駅 二見 喜久 

9 市総合運動公園（整備） 小泉 剛毅 28 自転車駐車場整理 流鉄 横須賀 清 

10 スポーツフィールド（おおたかの森） 山田 邦夫 29 除草班 堀切 三郎 

11 スポーツフィールド（流山） 柴  雅之 30 除草班 新行内芳則 

12 市社会福祉協議会（運転） 井出 正一 31 除草班 吉田 朝男 

13 イトーヨーカ堂流山店 設楽 辰之 32 除草班 安元 征雄 

14 
イトーヨーカ堂おおたかの森店 

豊岡 伸行 33 除草班 洞下 久吉 

15 平松仲二郎 34 除草班 宮澤 良次 

16 木の図書館 石田香寿美  《職群副班長》  

17 森の図書館 石山 正司 1 放置自転車対策 江戸川台駅 三島 正保 

18 森のまちエコセンター 宮田  明 2 放置自転車対策 南流山駅 森下 幸一 

19 学習教室 鈴木 政廣 3 自転車駐車場整理 江戸川台駅 蘇武 基雄 
 

（５） 


