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みそ作り研修

昨年 7 月開園した「シルバーeco 農園」で、白菜・キャベツ・ブロッコリーの秋野菜を栽
培し、シルバー人材センター(羽咋勤労者総合福祉センター)駐車場で、青空市を６回、文
化祭での販売、JA グリーンへの出荷を行うことができました。青空市では、野菜だけでは
なく、シルバー会員が自家栽培した野菜や果物なども販売し、地域の方からたいへん喜ば
れました。また、少しながらの収益も得ることが出来ました。
今後の事業計画として、将来、栽培した野菜を使い、加工食品を作ることを考えていま
す。その一環として、参加会員が協力し合い、楽しみながら、みそ作りの研修と体験をし
てきました。
昼食は、農林総合研究センターの機材を利用させていただき、女性会員はめった汁を、
男性は炊飯を担当し、会員さんの手作りの漬物・かぶらずしを持ち寄り、温かくておいし
い昼食となりました。
改めて、シルバー人材センターの培われた技能や知識の深さが感じられた一日でした。

めざせ 豊かなコミュニティ シルバー人材
＜平成 26 年度 普及啓発スローガン＞

今西
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優子（飯山町）

◇

【会 員 の 声】

◇

北陸ケーティシーツール株式会社に就業して
今年１月から就業させていただいており、半日であり
ますが、元気に働くところがあることに感謝しておりま
す。これからも、会社の規律を守って楽しく元気に働い
て行きたいと思っています。

粟生町

大島

定勝

今はとにかく無我夢中で仕事をしています。
会社は、私が思っていた以上にケガをしないようにと、
安全面を重視され、さらに、急がなくても良いから不良
品を出さないようにと品質重視にも気を配られておりま
す。これからも、元気で楽しく作業が出来るようにと思
っております。

御坊山町

小西

邦典

みそ作りに参加して

工場内の説明を聞く会員さん

(女性会員)

畑での作業だけでなく、今回のように和気あいあい
としながら作業をするのも良いものです。会員は各々
特技を持っています。豆腐の手作りができたり、おい
しい“かぶらずし”を作れたり。こういったことをお
互いに教えあっていけたら…良いのでは、と思います。

恒例の新年囲碁大会
参加者８名で、１月 10 日(土)開か
れた大会に入賞された方々です。
おめでとうございます
優勝

山本

脩一

２位

中山

宏光

【クラブ紹介】
囲 碁 ク ラ ブ
山本 脩一
今回も恒例の新年囲碁大会を、心を落ち着かせて、楽しみながら、碁を打つことが出来
ました。
当クラブでは、毎週日曜日の午後１時より会員の親睦を図りたく、碁を楽しんでおりま
す。初心者の方、歓迎しますのでお越しください。
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地 域 懇 談 会 開 催
今年の地域懇談会は、下記の日程にて行いますので、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。 会場受付は９時３０分
開会は１０時００分
※ご自分の地域の開催日に参加できない場合は、別の地域の日にご参加ください。

開催グループ

担 当 地 域

第１グループ

羽咋

第２グループ

千里浜

第３グループ

邑知

第４グループ

鹿島路
一ノ宮

会

場

開 催 日
３月

粟ノ保
神子原

富永

９日(月)

３月１０日(火)
勤総センター

余喜

越路野
上甘田

３月１２日(木)
３月１３日(金)

おしらせ
邑知地域の連絡員が 本江 勝さんから 野崎 勝さんに代わりました。
(担当する町：飯山町 宇土野町 白瀬町 上白瀬町 福水町 中川町)
「閉館時の緊急連絡」について
ご不便をかけておりましたが、担当者へ転送されるようになりました。
電話番号は従来の通りです。（☎ 0767-22-2700）
（緊急時以外はご遠慮ください。）
羽咋駅東駐車場管理棟移転しました
羽咋駅東広場の整備で管理棟が５０ｍ奥へ仮移転しました。
駅東駐車場は、羽咋市から委託を受け、４名の会員で管理して
います。
平成 27 年度 普及啓発に関する標語
シルバー人材センターを市民の方や企業
に広く周知するとともに、会員拡大や就業
機会を求める言葉をお願いします。
※
※

平成 27 年度安全就業に関する標語
安全就業であるとわかるもの。
※ おひとり３点まで
締切り ２月２７日(金) 事務局まで
平成 26 年度連合会佳作入選

おひとり３点まで
各地域懇談会に受付をいたします。

安全は 手順厳守の 積み重ね！
坂野 一男(千里浜町)

チップ班からのお知らせ（活動報告）
広葉樹の剪定枝を粉砕機にかけチップや改良材にしています。商品についてお知らせ
します。
土壌改良材：２月下旬販売予定２００袋です。
単価：２００円/一袋
薪 （まき）：現在 ５０束在庫があります。
単価：２００円/一束
※ 上記の品物は、電話 ２２－２７００
随時販売受付しております。
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シルバー人材センター事務所内にて、

理事会・理事会専門委員会のお知らせ
【理事会】H27.2.20 開催予定
平成 27 年事業計画について
平成 27 年度補正予算について
【就業開拓委員会】

※

【普及啓発委員会】

H27.2.16 開催予定

※

※

就業開拓訪問について

※

今年度の反省と今後の課題について

会員の入会承認について

など

H27.2.13 開催予定

第７回シルバーサロン運営の反省点
について

※

普及啓発活動について

【安全・適正就業委員会】H27.2.16 開催予定

【広報委員会】

※

平成２７年度事業計画について

※

シルバーだより

※

安全就業標語の募集について

※

今年度の反省と今後の課題

◇

新入会員募集中

◇

皆さんの友人、知人、ご近所の方な
ど、勧誘をお願いできませんか。
入会説明会 2/18（水）3/4（水）
3/18（水）当センターで開催

緊急 運転手さん募集
大型免許の保有者で、バス等の運転
経験のある方。
主に小中学生の送迎です。

H27.1.19 開催

48 号について

◇ 確定申告相談のお知らせ ◇
「配分金と税金について」のチラシが配布されて
います。所得が少ないから、所得税の確定申告をす
る必要がないと言われる方でも、市県民税の申告が
必要です。申告がないと多く加算される場合があり
ます。必ず税の申告（確定申告）をお願いします。
お問い合わせ：シルバー事務局まで
税の申告は 2 月 16 日(月)～3 月 16 日(月)迄に

雪吊り・垣根の剪定を行いました！
センター前 松の雪吊りと垣根の剪定を剪
定班の会員さんにしていただきました。
宮田 正典さん、山本 張喜さん、
川井 良平さん、細川 新一さん、
野崎 勝さん
垣根が大きくなりすぎ、見通しが悪く
なっていましたが、とてもスッキリ
しました！ありがとうございました！

編集後記
今年度は 4 回（第 45 号～第 48 号）と「広報はくい」への掲載とで 5 回発行できました。先ずは
一安心ですが振り返ってみて、はたして会員の知りたい情報を提供できたのか? 新年度に向け広報委
員会の全員で反省点を踏まえ、今後の「シルバーだより」編集に努力したいと考えております。今後も
「シルバーだより」を御愛読下さいますようお願いいたします。
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広報委員長

澤田 清二

