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３月 13 日（水）午前、友の会企画のバスハイクに同乗して、女性部会員・女性会員および友の会役
員の計 13 名で川越市シルバー人材センターを訪問し交流研修を行いました。川越市の人口は流山市の
約２倍で約 35 万人、同シルバー人材センターの会員数は流山市の約 3.3 倍で約 2,500 人（内、女性会
員は680人）、事業実績は流山市の約2.9倍で９億８千万円の大きなセンターです。 

平成30年４月に女性活躍推進委員会を立ち上げ、女性会員の増強、就業場所の拡大を図っています。
女性に特化した交流会・趣味講座等を企画し、会員のつながりを強め、それらをシルバーの魅力として
活動し、新入会員を増やすという目的で、同委員会を組織したとのことです。 

また独自事業として小物販売事業を平成29年度に発足させ、「十若会（とおわかい、従事会員20名）」
としてシルバー人材センターや市内のイベント会場で販売を行っています。川越の伝統織物「川越唐桟」
を使い、この普及にも貢献しているそうです。この事業には県から補助金も出て、ミシン、反物を購入
して製作販売しています。観光地の川越ですので需要が多く製作が追いつかないそうです。さらに女性
会員募集のための企画もいろいろ聞くことができて今後の参考になりました。 

午後からは、同シルバー人材センター観光ガイドさんの案内で川越観光巡りをしました。観光ガイド
には約 40 名の会員が従事しており、丁寧な説明で人気も高く、今回ガイドをしてもらって良く勉強さ
れているなと感じました。いろいろな話が聞けて、名所が見られ、そしてお天気にも恵まれ、楽しく有
意義な一日となりました。 

川越市シルバー人材センターの皆様には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 

（岡本 順・記） 
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（１） 

高めよう自主・自立、共働・共助の基本理念 
 

「シルバー35周年記念誌」ポスティングのお願い  
 
既に会員の皆様には、先の会報４月号と一緒に当記念誌をお届けしました。 
当記念誌は、設立35年記念事業の一つとして、当シルバー人材センターの活動を市民・市内企業・行

政関係に伝え、今後の受注および会員獲得につなげる事を目的としています。そこで会員の皆様にお願
いがあります。皆様のお住まいの周辺で、受注につながる、あるいは会員になって頂けそうなご家庭に
ポスティングを、会員一人あたり５枚程度をお願いしたいと思います。対象としては、①高齢者が住ん
でいるお宅、②庭木の植栽・庭の除草・家事手伝い等を必要とするお宅、③当センター近辺で学習教室
の生徒になりそうな小学生の居るお宅等です。会員は必要とする部数を班長または地区理事に申し込ん
で下さい。特に期限を区切りません。よろしくご協力のほどお願いします。    （前田 良助・記） 

 

小物販売 
事業の説明 



              

『平成 31年度第1回理事会』 ４月8日（月） 

【報告事項】 
① 平成31年２月の当センターの運営状況は、会員数が前年比26名増（男性21名増、女性５名増）、

事業実績累計は前年比1.8％増、就業率は76.0％で前年比2.8％減（派遣人員 24名を含めると
2.3％減）。２月単月事業実績は植栽業務・下水道普及事業の好調により前年比約 38万円の増収。 

② ３福祉会館合同バスツアーを４月23日（火）に実施、行き先は筑波宇宙センター他。 
③ 各自転車駐車場の新年度定期使用証の申し込み状況はほぼ前年並みで進捗。 
④ 自転車駐車場整理・放置自転車管理のゴールデンウィーク中の対応。 
⑤ 土地返却要請により東深井第一市民農園は９月末に、第二市民農園は来年 2月末に閉鎖予定。 
⑥ 英会話学習教室は、受講希望者増のため、３クラスで対応。 

⑦ その他、35周年記念誌、森の倶楽部講座発表会、襖・障子はり講習会、事務局新体制、女性部
会準備会、川越シルバー人材センター訪問 等。 

【協議事項】 
① ３月の新入会員３名（男性３名）の承認と退会会員23名の報告。 

② センター職員就業規則の一部改正を承認。 

③ 職群班長（運河駅自転車駐車場・整理）および女性部会員の委嘱を承認。 

④ 定時総会の準備日程および役割分担について確認。 

⑤ その他、５年以上の長期就業者の異動について。             （菅原 正敬・記） 
 

『適正就業委員会』 ４月12日（金） 

新年度委員会活動計画を確認。適正化ガイドラインの２月度超過時間実績は、植栽・除草班におけ
る該当者がなく、全体として大幅削減。長期就業異動該当者の状況報告、異動該当者および期間延長

者も夏以降順次異動を進める等を協議・確認。                 （岡野 三雄・記） 
 

『安全就業対策委員会』 

【器具点検】 ３月23日（土） 

はしご・脚立 37 台および箒・熊手の定期点検を実施。使用上支障ない器具に赤色ビニールテープ
を巻き付けた。使用不能の脚立 2台・箒・熊手を廃棄した。脚立の角度調整脚スライド部ピン止めを
交換した（３台）。箒・熊手の修理、安全標語・番号表示のラベル交換（21枚）。箒6本・熊手3本を
新規投入。 

【安全パトロール】 ４月５日（金） 

植栽１か所・福祉会館２か所の安全パトロールを実施。①植栽作業現場は安全作業に努力している。
②福祉会館１か所では入浴施設の壁・天井にカビおよび梁の一部に亀裂を確認。床面滑り止め施工後

は転倒によるケガ人の発生なし。両会館とも防火管理者選任や消防訓練実施等の２年前の指摘が改善
されていた。                               （市毛 和男・記） 
 

『女性部会』 
【準備会】 ３月22日（金） 

４月からの正式発足前に下花輪福祉会館で準備会を開催。委嘱状交付、女性部会運営要綱と部会員
の役割、連絡網、事業計画と予算、年間計画案、アンケート結果、南流山センター・南流山福祉会館
フェスタに出店 等を協議。 

【第1回定例会議】 ４月18日（木） 

委嘱状交付、連絡網、南流山センター・南流山福祉会館フェスタに出店（お絵描きせんべい・手作
り品販売等）の役割分担、７月22日（月）開催の次回「おしゃべり会」計画 等を協議。 

【女性部会・会員名】（）内は担当 
岡本 順（部会長） 倉野 美知子（副部会長） 菅原 翠（総務） 小高 由美子（広報） 

横田 清四郎（広報） 金子 慶子（事業） 立石 眞喜子（事業） 石田 香寿美（会計） 

（岡本 順・記） 
      
 

（２） 

安全は人にたよらず自分から 
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『友の会通常総会』のご案内 ４月３日（水）  

友の会通常総会を６月16日（日）に開催します。（初石公民館・人材センター定時総会開催後） 
欠席される場合は必ず委任状を提出してくださるようお願いいたします。 

 
『役員会』 ４月３日（水）  

①６月上旬実施のウォーキング ②通常総会 等を協議しました。なお、後日の日程調整でウォーキ
ングはバスハイクとして６月27日（木）に実施することになりました。      （上 辰男・記） 

 
『シルバー歌謡団デビュー』 ３月３日（日） 

南流山福祉会館で、地区社協敬老会の参加者約 70名の前で歌
声広場を催し、シルバー歌謡団４名のリードボーカルで盛り上
げました。参加者の皆さんに喜んでいただきました。 

（横田 清四郎・記） 
 

同好会の紹介と新規会員募集 
『シルバーパソコン同好会』および「無料メルマガ会員」の募集 
 ①毎月定例会（原則第3火曜日）を開催し、楽しいパソコン、生活に役立つパソコン、仕事に役立つ
パソコンを目指して技術向上を図ります ②パソコンを利用して、友の会パーティ・歌声広場・シルバ
ー歌謡団への助力をしています ③定期的に無料メルマガを送信しています。 
 年会費 500円（友の会会員） 1,100円（友の会非会員） 
パソコン同好会入会申込み、無料メルマガ会員申込みは、下記メールアドレスまたはお電話で 
メールアドレス：yktssr1156@yahoo.co.jp   電話番号：04-7150-4838（横田宛）（横田 清四郎・記） 
 

同 

好 

会 

ゴルフ同好会 ５月16日（木） および ６月20日（木） 野田市ＰＧひばりコース 

パソコン同好会 
５月21日（火） 12：00～ 【総会】 平和台福祉会館 

６月21日（金） 14：00～ 【月例会】（曜日に注意） コミュニティプラザ 

写真同好会 ５月28日（火） 13：30～（毎月第4火曜日） コミュニティプラザ 
 
 
『館長等会議』 ４月22日（月） 

新年度第1回福祉会館館長等会議を開催。市社会福祉課・藤澤館長を迎え、新館長の紹介、館長会議

等の年間計画、月次事業報告書様式の統一化、改元に伴う連休中の対応 等の議案を協議した。各館長

から、下花輪福祉会館の拡張工事、施設保守点検を年４回実施、３館合同バスハイク実施における問題 

等の報告があった。                             （岡野 三雄・記） 
 

 
『３館合同バスツアー 春の筑波周辺を巡る』 ４月23日（火） 

南流山・平和台・名都借の３福祉会館が合同で企画し実施したバスツアーに総勢 48 名の参加をいた

だきました。最初に「筑波宇宙センター」で宇宙の神秘に触れ、次の「筑波実験植物園・植物絶滅危惧

種保全研究施設」では植物について勉強しました。昼には筑波山名物「がまの油売り」の口上を聞きな

がら楽しい食事をし、最後に「筑波山神社」宮司さんのガイドで約３千年の歴史を有する古社を拝観し

ました。好天にも恵まれいろいろ勉強できたバスツアーでした。         （高橋 敏雄・記） 
                             

あの ヒヤリ 今日も生かして ガッチリ安全 

（３）  
歌声広場（合唱＋カラオケ）  ６月２８日（金）に開催 
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★  
バスハイキングを ６月２７日（木）に実施します！ 
行先：佐原・霞ヶ浦周辺 ＜折り込みで詳細をお知らせします＞ 

 

友の会だより 
「流山シルバー友の会」は人材
センター会員とＯＢの「いきが
いづくり」を応援する組織です 

 



事故防止、安全確認、心に安全 

 

       

 
◎新会員のご紹介（敬称略） ○数字は地区名 
①小林 静夫 ①田井 榮 ②三石 健三 ④布谷 千秋 ⑤新井 敏夫 ⑧髙橋 重則 ⑧細谷 則光  
⑨岩野 康治 ⑨森田 辰雄 
 
◎平成 31年度定時総会を6月16日(日)午後２時から初石公民館で開催します 
折り込みの「定時総会出欠届」は、6月7日（金）までに事務局へ返信用封筒で郵送してください。 

 定時総会終了後、お楽しみ抽選会を行いますので、ぜひご参加ください。なお、抽選会後、「流山シルバー友の
会」通常総会が開催されます。 
＊定時総会会場で新年度のシルバー会費2,400円、友の会会費1,000円を納めることができます。 
 
◎シルバー保険のあらまし 
シルバー人材センターでは、会員が安心して就業できるようシルバー保険に加入し、万一の事故に備えていま

す。会員本人が身体に傷害を受けた場合に傷害保険が適用されます。また、会員が就業中に他人の身体や財物に

損害を与えた場合、賠償責任保険が適用されますが、「公益社団法人流山市シルバー人材センター会員就業規程」

第 9条第 1項に基づき、財物等に損害を与えた会員に対し、自己負担額を徴収することになりますので、ご注意

ください。詳細は折り込みの「シルバー保険について」を参照願います。 
 
◆就業紹介◆ ①木の図書館・清掃（名都借）および下花輪福祉会館・清掃（下花輪） ②流山市社会福祉協議
会・デイサービスの送迎運転士（平和台・要普通免許）。 
希望する会員を募集中です。希望される会員は、早めに事務局へ電話等で申し込みください。 

 
◎平成 31年4月1日付け事務局長および事務局次長の紹介   
久保 明（事務局長） ４月１日付けで事務局長に

就任しました久保です。平成29年度か

ら事務局次長としてお世話になってお

り、この2年間の経験を活かし、会員

の皆さんが少しでも就業しやすい環境

づくりに尽力していきたいと思いま

す。今後もよろしくお願いします。 
 

 
湯浅 邦彦（事務局次長） 本年４月１日から事務

局次長を拝命しております湯浅です。シ

ルバー人材センターの多種多様な業務

に追われ、あっという間に一日が終わる

毎日を送っています。一日も早く皆様の

お役に立てるよう頑張ってまいります

ので、よろしくお願いします。 
 

 
孫子の兵法に「彼(敵)を知り、己(味方)を知れば、百戦殆(あや)

うからず」と書かれている。孫子は良く政治やビジネスに応用さ
れていて、これをシルバーに適用する場合、「地域のニーズ（必要とすること）を知り、
シルバーが対応できるか否かを知れば、ビジネス（仕事）として成功する」と言うことで
す。ではシルバー会員はどんな知識・技術・能力・趣味があるのか、やらせてみたら何が
できるのか、お互い意外と知りませんね。もしそれらを知って会員間でグループを作ることができれば、グルー
プとしてなら地域の人のニーズに対応しやすくなり、新しい就業につながる可能性が拡がります。シルバー会員
の人的資源の見直しと公開が有効ではないでしょうか。                （横田 清四郎・記） 

 
 
  
 

会 員 数：平成３１年４月３０日現在 

計 ７６８ 男性 ６１９ 女性 １４９ 
   

日 曜 ５ 月 の 予 定  日 曜 ６ 月 の 予 定 
16 木 学習教室  1 土 学習教室 
17 金   2 日  
18 土 学習教室  3 月  
19 日   4 火  
20 月 理事会 配分金支払日  5 水 事業運営推進委員会 学習教室 
21 火   6 木 学習教室 
22 水 学習教室  

7 金 
広報編集委員会  安全パトロール 
総会出欠届提出期限協力日 23 木 学習教室  

24 金 議案書配布  8 土 器具点検 学習教室 
25 土 学習教室  9 日  
26 日   10 月 理事会 
27 月   11 火  
28 火   12 水 学習教室 
29 水 学習教室  13 木 学習教室 
30 木 学習教室  14 金 適正就業委員会 
31 金   15 土 学習教室 「シルバー流山」発行 

（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 


