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会員数

男性 193 名

女性 102 名 合計 295 名 （8 月末現在）

今年で 50 回を数える羽咋まつりは、今回より会場がパセオ通りから駅前通り特設会場へ変わ
り、シルバー人材センターのパレード参加は今年で５回目となりました。大きな団扇を先頭に、
おそろいの法被を羽織って、「会員募集」ののぼり旗を掲げて踊る列は、市民の皆さんに
シルバーの元気な姿を広く PR することが出来たかと思います。参加された会員、役職員計 19
名のみなさん、ご協力ありがとうございました。
普及啓発委員長 高野 敬学

令和元年８月３日（土）
羽咋まつり〝はまぐり音頭パレード〟に参加されたみなさん

<令和元年度 普及啓発標語>

や っ た ぜ 達 成 感 私の 技 能 シルバーで
油谷 三男一 （粟生町）
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〇女性会員さんの就業風景・趣味のコーナー〇
久保愛津子さん（的場町）
【衛生センター室内清掃】
「週一回就業しています。
いつものお掃除箇所の他に
も、汚れている所を自主的
に見つけてお掃除していま
す。」
橋谷美智さん（東川原町）
【羽咋駅西トイレ清掃】

桝田和代さん（千里浜町）
【勤労者総合福祉センター清掃】

「夏は虫が大変だし、すごく汚れ
ている日もある。でも羽咋市の玄
関だし、観光客を気持ちよく迎え
られるように頑張っています。」

「利用者さんにきれいにし
てもらってありがとうと声
を掛けられると、また頑張ろ
う！と思います。」

木
村
さ
ん

木村春恵さん（東川原町）
【夢の書道教室実現】
「天気が悪くても一人でも続けられる趣味と思い、
お習字を始めて 32 年。8 月 23 日にジャパンテン
トの留学生の書の体験のお手伝いができ、とても嬉
しく思いました。人生 100 年時代、夢の夢を追い
かけていけそうです。」

----------------『夫婦で会員さんいらっしゃい』のコーナー------------○ 第３回 ○

Ｑ.シルバーに入ったきっかけは？
Ａ．（清二さん）退職後、剪定に興味があったの
で入会しました。
（平成２０年入会） （平成２２年入会）
（陽子さん）グラウンドゴルフを長年やって
いたのでシルバーでもやってみようと思いま
した。おとうさんの 2 年後に入会しました。
Ｑ．シルバーに入って良かったことは？
Ａ．（清二さん）お仕事でも、グラウンドゴルフ
やフェスタ等でも、色々な方と交流を持てる事
です。また、年金以外にも収入があることで旅
行に出かけたり、楽しみも増えます。
Ｑ．仲良しの秘訣は？
沢田さんご夫婦はよくお二人で車籍調査や緑地管理等の業務を Ａ．（陽子さん）私が優しいからよ。
（笑）
されています。二人揃って仲良くシルバー事務局へよく来られます。

沢田清二さん・陽子さん（千里浜町）

<令和元年度 安全就業標語>

安 全 は お互い気兼ねなしの ア ド バ イ ス
川浪
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千恵子 （千里浜町）

------------------『会員互助会』からのお知らせ-----------------第１５回理事長杯争奪

会員交流研修会

グラウンドゴルフ親睦会
日 時：10 月 27 日（日）6：00 出発
参加費：会 員 10,000 円
非会員 11,500 円
行き先：京都府舞鶴市

日 時：9 月 27 日（金）８：30 受付
（予備日 10 月 4 日）
場 所：邑知の郷グラウンドゴルフ場
参加費：２００円

※金剛院や舞鶴引揚記念館、赤れんが博
物館、北吸桟橋等をまわる予定です。

ボランティア作業
日

【講習会報告】応急手当講習会

時：10 月 3 日（木）
7:30～ 1 時間程

６月２６日（水）、主に除草作業等の外
仕事に就業している９名の会員が参加
し、羽咋消防署による緊急時の応急手
当の方法を学びました。

（雨天の場合 10/7（月）に延期）

場

所：道の駅 のと千里浜

除草･清掃作業で地域貢献して
元気なシルバーを
PR しよう！

シルバーフェスタ２０１９のご案内
今年もシルバーフェスタを盛大に開催します♬
お手伝いしていただける会員さん募集中！
事務局まで連絡をお待ちしております。

日時：11 月 17 日 （日）
10：00 ～14：00
場所：羽咋勤労者総合福祉センター
（シルバー人材センター）
昨年の会場風景
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【事務局からのお知らせ】

新入会員さんご案内
服部
水由
竹本
蔭田
浜田

良子
実
武史
政宏
尚

（金丸出町）
（本
町）
（東川原町）
（若 草 町）
（大
町）

よろしくお願いします！！
令和元年７月１日～9 月 20 日入会

会員募集中です。お知り合
いやご友人、奥様、旦那様
をぜひ誘ってみて下さい。

土壌改良材

理事会・委員会の活動報告
●理事会
第３回理事会及び運営委員会 令和元年 7 月２９日開催
議題
・令和元年度補正予算承認について
・事務局職員の就業規則の一部改正について
---------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
第２回委員会 令和元年９月３日 開催
シルバーフェスタについて、ボランティア活動について
---------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第２回委員会 令和元年 8 月 2７日 開催
単価改定について、空き家管理事業について
---------------------------------------------------------●安全・適正就業委員会（目的：安全就業の徹底）
安全・適正就業パトロール実施中
---------------------------------------------------------●広報委員会（目的：センター内の情報を会員へ周知する）
第２回委員会 令和元年８月２0 日 開催
シルバーだより６６号発行について

大好評販売中です。
（１袋２５０円）

シルバーフェスタでも販売予定です！

野菜作りや
園芸に！

改良材を一緒に作る作業会員さんも募集しております。

eco 農園班より
今年は豊作！アールスメロンを収穫・出荷しました！
昨年は不作でしたが、今年は約 400 個収穫
できました。購入いただいた方からは「甘くて
美味しかった！」とのお声を多数いただきまし
た。
道の駅のと千里浜や JA グリーンにも出品、
完売となりました。ご購入いただいた皆様、あ
りがとうございました。
収穫を喜ぶ川浪千恵子さん

農園班のメンバーも募集しています！

編集後記
今回、早朝から働く会員さんの取材をさせていただきました。
“なんだ坂、こんな坂”と人生を頑張っ
てこられた年代かと思います。まだまだこれから、と明るく前を向いて働く姿にシルバー人材センターの
使命と意義を感じました。笑顔が一番、人生笑っているだけでいい！ある小説家の言葉を思い出しました。
広報委員長 木村 春恵
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