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シルバーチームが「はまぐり
音頭踊りパレード」に出場して
３年目となる今年は、会員・役
職員の有志２３名が参加しま
した。
夕暮れ時の暑い中、おそろい
の青いハッピを着たシルバー
チームは、時々踊りの流れが止
まっても笑顔で堂々と踊り続
けました。また、中には「会員
募集の看板」を背中につけて踊
る理事もおり、山辺市長が激励
に回る中、市民の皆さんに十分
にシルバーをＰＲできたと思
います。感動いたしました。
参加された会員・役職員の皆
さんお疲れ様でした。そして、
企画された就業開拓委員会の
皆さんには感謝しております。
理事長

平成２９年８月５日（土）
羽咋まつり〝はまぐり音頭踊りパレード〟

<平成２９年度

参加されたみなさん

安全就業標語>

安全は 心のゆとりと 健康管理
坂野 一男 （千里浜町）
<平成２９年度

普及啓発標語>

技いかし 生き生き生活 シルバー仲間
最上 ナツ子 （千里浜町）
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【講習会・会員の声】
○チェーンソー講習会○
７月１０日（月）～１２日（水）の３日間、チェ
ーンソー講習会を開催しました。１３名の方が参加
され、実際にチェーンソーを使って木を切ったり、
伐木作業や機械に関する基礎知識を習得しました。
※シルバー人材センターでは剪定班のメンバー
を大募集しております！！講習会等で身に付けた
知識を活かしてみませんか？？

◇

日々 がんばっておられる女性会員の声
今藤勝子さん

◇

宮本礼子さん、島多章子さん

ファーマーズベーカリー（道の駅「のと
千里浜」内） パン製造作業

滝ロードパーク（国道 249 号）
清掃作業

H29.8.3

H29.8.2

パン作りは初めての経験で、難しく忙しいですが、笑

利用される方に、「いつもきれいにしてもらって有

顔でお仕事をしたいです。

難う」と声をかけていただき、励みになります。

山本育子さん

吉田まり子さん

羽咋駅東口駐車場管理業務

室内清掃作業

H29.7.31

H29.8.3

※一緒に働く会員さんを募集しております。

シルバー全開！仲間と和気あいあい頑張っていま
す。いつも有難うございます。
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2017 年「シルバーフェスタ」を開催します
シルバーフェスタに名を変えて、今年も盛大に行います。お手
伝いしていただける会員さんを募っております。事務局までご連
絡願います。

日時：1１月 1９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）
全館を使用しての販売・展示をします。
eco 農園で栽培した野菜や会員宅で栽培した自慢の野菜や果物
等が並びます。
また、キッズコーナーや飲食コーナー、お茶席、花展、書道作
品の展示を予定しています。
昨年の風景

独自事業報告

eco 農園班

８月上旬、シルバーeco 農園でアールスメロンを収穫
しました。今年は道の駅「のと千里浜」でも販売しました。
※秋作分も予約受付しております！！
８月３日にみんなで試食！
甘みたっぷりでおいしく仕上がりました！！

独自事業報告

チップ班

現在、土壌改良材は、シルバーフェスタでの販売に向けて準備中です。
予約受付をしていないので、当日の会場にてお買い求めください。
＊作業仲間を募集しています！

互助会からのお知らせ

第１３回

理事長杯グラウンドゴルフ親睦会

開催日時：平成 29 年９月 2７日（水）
受
付：午前８時半～
会
場：邑知の郷グラウンドゴルフ場
参 加 費：２00 円

会員交流研修会（日帰りバス旅行）
開催日時：平成 29 年 10 月 29 日（日）
行 き 先：郡上八幡（岐阜県）
定
員：４０名
旅行代金：10,700 円
※別途送付済みの案内用紙をご覧下さい
3

【事務局からのお知らせ】
【３０周年記念事業実行委員会】
1. 第３回式典部会
平成29 年8 月25 日（金）開催
※事業予算、前回の協議事項の確認、
記念品について等
2. 第３回記念誌発行部会
平成29 年8 月23 日（水）開催
※10 年のあゆみ、座談会について

○新会員さんご案内○
久保 愛津子（的場町）
福村 義則

（吉崎町）

朝川 勇次

（千石町）

松浦 靖夫

（千代町）

岡田 孝一

（尾長町）

塚田 泰子

（大川町）

長原 健城

（千里浜町）

若狭 外志

（千里浜町）

よろしくお願いします。
Ｈ29 年 4 月 19 日～7 月 20 日入会

●理事会
【第３回理事会及び運営委員会】平成 29 年 7 月 27 日（木）
・事務局報告事項
1.第２回理事会及び運営委員会での報告と承認
2.平成２９年第１回理事会以降の事業実績報告について
3.平成２９年４月～６月の事業実績報告について
------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
第 1 回委員会 平成 29 年 6 月 23 日 開催
※平成 29 年度活動計画について、羽咋まつり、
シルバーフェスタの実施
第２回委員会 平成 29 年 9 月 12 日 開催
※シルバーフェスタについて
------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第１回委員会 平成 29 年 7 月 3 日 開催
※平成 29 年度 就業開拓訪問について
訪問先などの詳細については第 2 回委員会の議題とする。
------------------------------------------------------●安全・適正就業委員会（目的：安全就業の徹底）
第 1 回委員会 平成 29 年 6 月 27 日 開催
※平成 29 年度事業計画について、安全・適正就業推進大会
の参加について
------------------------------------------------------●広報委員会（目的：センター内の情報を会員へ周知する）
第 1 回委員会 平成 29 年 6 月 13 日 開催
※シルバーだより 57 号発行について
第 2 回委員会 平成 29 年 8 月 17 日 開催
※シルバーだより 58 号発行について

第３回理事会報告分

◎特定業務の就業希望者を募集中です
・羽咋駅東駐車場管理

０８０－５８５４－４９４９（至急至急）

・羽咋市役所庁舎宿直

休日・夜間等の事故発生時の緊急用の連絡先です。

・羽咋体育館夜間管理
ご希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。

♪ 仲間を増やそう

●事務局 緊急連絡先のご案内●

不要不急の連絡は絶対にしないで下さい！！

！！！会員さん大募集中！！！

シルバー新規会員さんを随時募集しております。
残念ながら現在、新規入会者が減少傾向です。
「一緒にお仕事しませんか？」とお知り合いの方を誘ってみてください。
※入会説明会

毎週水曜日

シルバー帽子を着用しましょう

午前１０時から

シルバーの PR 効果と会員同士の連帯感を深めます。

4

