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みそ作り体験レポート
平成３１年1 月１7 日（木）

場所：石川県農林総合研究センター

参加者：１３名

大釜で大豆を軟らかく
なるまで煮る
ミンチ機で大豆をつぶ
す

塩と麹を混ぜ合わせ
て塩切り麹を作る
つぶした大豆に塩水
と塩切り麹を混ぜ込
み、仕込み味噌を作
る
固く詰めると
熟成がうまく

仕込み味噌を両手で

進むよ～

握れるくらいに丸
め、桶の底に打ち付
けながら詰めていく

<平成３０年度

普及啓発標語>

共に働き 共に語ろう 笑顔あふれるシルバーセンター
坂野 一男 （千里浜町）
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☆ 女性会員限定 飾り巻き寿司教室 ☆

１２月１９日（水）、飾り巻き

きれいな巻き

寿司インストラクターの先

寿司が出来上

生をお呼びし、羽咋公民館

がりました！

で開催しました。３１名の
方が参加されました。

---------------『夫婦で会員さんいらっしゃい』のコーナー-----------○ 第2回 ○

宮本義治さん・礼子さん（寺家町）
（平成 21 年入会） （平成 23 年入会）

宮本さんご夫婦はシルバーフェスタや互助会活動等、
シルバーの活動にいつも積極的に参加下さっております。

Q.シルバーに入ってよかったことは？
A.（義治さん）色々な方との繋がりができた
事です。色々な地域の会員の方と仕事や、
シルバーフェスタ・ボランティア等の行事
で触れ合って、会社勤めの時とはまた違っ
た仲間が増え、楽しいです。
（礼子さん）仕事を通じて色々な方と出会
い、色々な事を教えてもらい、勉強になる
事ばかり。いつもパワーをもらっています。
Q.夫婦円満の秘訣は？
A.（義治さん、礼子さん ）お互い干渉しない事！

〔互助会クラブ活動紹介〕
華道（嵯峨御流）：第２･第４木曜日 1３:００～
茶道（表千家流）：第３木曜日 ９：００～
習字 ：第１､第３木曜日 １３:００～
卓球 ：毎週土曜日 １４：００～
カラオケ ：（休止中）
パソコン ：毎週金曜日 １０：００～
将棋 ：（４月より活動休止予定）
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指導：萬澤 民子さん（千里浜町）
指導：前田 美穂子さん（千里浜町）
指導：前田 美穂子さん（千里浜町）

◆地域懇談会のご案内◆
今年の地域懇談会は下記の日程にて行います。お忙しいとは存じますがご参加の程よろしくお願い
します。（会場受付：午前９時３０分 開会：午前１０時）
出欠の連絡は事務局まで。 新年度会費（3,500 円）は当日も受付いたしますが、当日に限らず
いつでも事務局窓口でお支払いいただけます。（平日のみ 8:30～17:15）
開催グループ

対 象 地 域

会

場

開 催 日

第１グループ

羽咋

３月 ４日（月）

第２グループ

千里浜 粟ノ保 富永

羽咋勤労者総合福祉
センター

３月 ５日（火）

第３グループ

邑知 神子原 余喜

２階 研修室

３月 ６日（水）

第４グループ

鹿島路・越路野 一ノ宮 上甘田

３月 ７日（木）

◆ チップ班からのお知らせ ◆

◆ eco 農園班からのお知らせ ◆

土壌改良材の在庫たくさんあります。(1 袋 250 円)
希望される方はお早めに事務局へどうぞ！！
私たちと一緒にチップ
作業をしてくださる方

募集中‼

農園班で働く仲間を募集しています！
を一
作緒
りに
ま美
し
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待
っ
て
ま
す
！
学校給食用の大根を収穫♪

平成３１年度の普及啓発・安全就業に関する標語を募集します！
シルバー人材センターを市民の方々や企業に広く周知するとともに、会員拡大や就業
機会を求める言葉、安全就業を呼びかける言葉をお願いします。
・お一人それぞれ 3 作まで。
・事務局までご応募下さい。（地域懇談会場でも受け付けます。）
・詳しくは別紙ご案内をご確認下さい。
※ご参考までに昨年の応募・入選作品を紹介します

普及啓発標語

応募作品

◎ 待ってます！貴方のパワー！シルバー仲間
◎ 和み合う シルバー仲間に 明日がある

安全就業標語

入選作品

◎ 点検は 無事故につながる 第一歩
◎ まぁいいか 軽い気持ちが 事故を呼ぶ
◎ 安全は 心で誓い 身で実行
<平成３０年度

安全就業標語>

県連合会「佳作」入選

これぐらい 過信と油断が 事故のもと
最上ナツ子さん（千里浜町）
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【事務局からのお知らせ】
平成３０年度 賛助会員の皆様

（50 音順・敬称略）

あたたかいご理解とご支援に感謝申し上げます。
◎ ＥＩＺＯエムエス株式会社

◎ 朱鷺の台株式会社

◎ 極東サービスエンジニアリング株式会社 羽咋事業所

◎ 北陸ケーティシーツール株式会社

●理事会
第 4 回理事会及び運営委員会 平成３０年 11 月 30 日開催
・事務局報告事項
1.第 3 回理事会及び運営委員会での報告と承認
2.平成３０年度 第 3 回理事会以降の事業実施報告について
3.平成３０年 9 月～10 月の事業実績報告について
-------------------------------------------------------------------------------------------------

●第４次中期事業計画策定委員会
第 2 回委員会 平成 31 年１月２4 日開催
・会員拡大及び就業拡大のための具体的取り組みについて
------------------------------------------------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
第３回委員会 平成３０年１２月１７日開催
・シルバーフェスタ 2018 実績報告、運営の反省点について
------------------------------------------------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
就業開拓訪問 平成３０年１２月６日～２０日の間で実施
------------------------------------------------------------------------------------------------●安全・適正就業委員会（目的：安全就業の徹底）
第３回委員会 平成３１年３月開催予定
・安全標語の選考、平成３１年度の事業計画（案）について
------------------------------------------------------------------------------------------------●広報委員会（目的：センター内の情報を会員へ周知する）
第４回委員会 平成３１年１月２５日 開催
・シルバーだより６４号発行について

♪会員の皆様の自由投稿を募集しています♪
貴方の思いをシルバーだよりに載せてみませんか？

広報委員会では会員さんの自由投稿ページを企画しております。
写真、随筆、俳句、川柳、イラスト…など何でも結構です！お待ちしております！

会員大募集中！
「シルバー入らんけ？」と、お知り合いに声をかけてみて下さい！
〇 新入会員ご案内 〇

編集後記
３０年度はシルバーだよりを４回（第６１～６４号）発行

嶋田

哲弥 （堀替新町）

よろしくお願いします！
平成 31 年 1 月 4 日入会

しました。広報委員会では元気に活躍する会員の姿と、地
域に貢献するシルバー事業を紹介して、より良いシルバー
だよりをお届けできるよう努めました。ご協力ありがとう
ございました。
広報委員長 長岡 義範
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