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シルバーフェスタを終えて

普及啓発委員長 高野 敬学

シルバーサロンを始めて今年で１０回目を数えます。年々益々盛大になり、規模と内容のイメー
ジが合わなくなり、１０回目の節目にシルバーフェスタと名前を変更して、無事に終了することが
できました。
会員皆さんのご協力があり、前日の準備から当日のお客さんの接待など多彩な業務にボランティ
ア活動をされ、大盛況に終えることができました。誠に有難うございました。

日時

平成２９年１１月１９日（日）１０：００ ～１４：００

場所

羽咋勤労者総合福祉センター

こすもす保育園鼓笛隊

会員さんの作った野菜販売

お茶会

<平成２９年度

越路野登龍太鼓

うどんコーナー

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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第１３回理事長杯グラウンドゴルフ親睦会
開催日

平成２９年９月２７日（水）

場 所 邑知の郷グラウンドゴルフ場
参加者 ２８名
※ 成績は下記のとおりです。
優勝 塩谷 進
２位 山岸外二
３位 山田政一
☆ホールインワン賞☆
嵐 正弘
松本 博文 山田
塩谷 進
森 常昭
三浦
山岸

理事長から優勝カップを
受け取る塩谷進さん

☆新企画☆

会員互助会主催

大会前の集合風景

西屋

隆信

「入ればバーディ？」

会員交流研修会 日帰りバス旅行

日時：平成２９年１０月２９日（日）

いざ出発～！

外二

政一
真

行き先：郡上八幡（岐阜県）

食品サンプル作り体験
当日はあいにくの台風と重なり、雨の一日となりましたが、行きのバ
スの中でもユーモアな外国語講座やゲーム等で皆さん楽しんで貰えたの
ではと思います。食品サンプル作りでは皆さん真剣に取り組んでいまし
た。皆さんから「楽しかった。
」との声が聞けて大変嬉しく思いました。
参加された 33 名の皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。
会員互助会 会長 宮本 義治

出来上がった食品サンプル！
美味しそう（＾＾）
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◆ ボランティア美化活動報告 ◆

場所：「道の駅のと千里浜」

10 月 2７日（金）、道の駅のと千
里浜の草刈り・清掃作業を行い、
シルバー事業の PR をしました。
参加会員 41 名の皆様、ご協力有難
うございました。
普及啓発委員会より

◆ 職域班の活動 ◆
剪定班
11 月 2 日、能美市 立花造
園へ視察研修に行ってきま
した。講義を受け、実際に
ブルーベリーの木や松を剪
定させていただきました。

eco 農園班
新鮮野菜をＪＡ､道の駅の
と千里浜、シルバー人材セ
ンターで販売中です。秋の
メロン､トウモロコシは完
売！有難うございました。

チップ班
シルバーフェスタで
土壌改良材を販売！
たくさん売れました。
仕事仲間 募集中♪♪

◆ シルバー派遣労働会員の声 ◆
粟生大根組合 （10 月上旬～11 月上旬）
総勢４０人の皆さんと力を合わせ、流れ作業
しました。シルバーからは、ダイコンの箱詰
めに男性１０名、ダイコンの箱作りに女性３
名が就業しました。楽しく作業できたので、
来年もまた皆さんとお仕事できたらいいね!
坂野 一男さん

JA はくい （8 月下旬～9 月中旬）
JA はくいのカントリーで、米生産者の方々が軽トラ
ックで運んだ籾袋（約 350kg）をクレーンで吊り上
げて移動する仕事です。４人の会員が安全第一で作業
しました。
小林 良三さん
＜平成２９年度

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）

シルバー帽子を着用しましょう

シルバーの PR 効果と会員同士の連帯感を深めます。
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【事務局からのお知らせ】
【３０周年記念事業実行委員会】

●理事会

1. 第4 回 記念式典部会

【第４回理事会及び運営委員会】平成 29 年９月２８日（木）
・事務局報告事項
平成２９年度補正予算承認について、個人情報の保護に関す
る規定の一部改正について
【第５回理事会及び運営委員会】平成 29 年１１月２７日（月）
・事務局報告事項
配分金単価改定について、安全適正就業基準の改定について
------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
七尾市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ視察研修 平成２９年１０月１４日（土）
シルバーフェスタ 平成 29 年１１月１９日（日） 開催
------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第 2 回委員会 平成 29 年１０月 3 日（火） 開催
※平成３０年度 単価改定について
第 3 回委員会 平成 29 年 11 月 9 日（木） 開催
※平成３０年度 就業開拓訪問について
------------------------------------------------------●安全・適正就業委員会（目的：安全就業の徹底）
第２回委員会 平成 29 年１１月 2４日（金） 開催
※安全・適正就業基準、運転業務の見直しについて、虫刺さ
れ事故防止対策について
------------------------------------------------------●広報委員会（目的：センター内の情報を会員へ周知する）
第３回委員会 平成 29 年１１月１５日 開催
※シルバーだより 5９号発行について

平成２９年１０月２３日（月）開催
※ 式典の進行、会場について 等
２．第２回 記念事業実行委員会
平成29 年１１月１６日（木）開催
※ 進捗状況について
３. 第４回 記念誌発行部会
平成29 年１２月１９日（火）開催
※ 写真の選考、掲載予定原稿の審議 等

○新会員さんご案内○
備後 昭

（大川町）

三井 正則

（円井町）

よろしくお願いします。
Ｈ29 年７月２１日～９月 2１日入会

第４回理事会報告分

◎普及啓発委員よりお知らせ◎
今年も無事にシルバーフェスタを終了することができました。悪天候の中、沢山のお客様にご来場いた
だく事ができたのも運営にご協力いただいた会員の皆さんのおかげです。ありがとうございました。
【シルバーフェスタ収支結果報告】
（収入）282,913 円
（支出）21２,４０7 円
（繰越額）7０,５０6 円
※繰越額は来年度の準備金として使わせていただきます。
ステージにお招きしたい団体等がありましたら、ぜひ事務局までお知らせ下さい！
訃報
山元 正敬さん（柳田町） 享年 81 歳
謹んでご冥福をお祈りいたします

♪仲間を増やそう♪会員さん大募集！！！

シルバー仲間を増やしましょう！
お知り合いの方を誘ってみて下さい。

◎12 月分の就業報告書は 1 月 5 日（金）までに提出下さい（休業中でもｾﾝﾀｰの郵便受けに入れて下さい）
◎事務局 年末年始の休業日について
12/27

12/28

12/29

12/30

12/31

1/1

1/2

1/3

1/4

休 業 期 間

今年も早いものであと少しとなりました。今年もシルバーだより発行にご協力いただき、ありがとう
ございました。来年もよろしくお願いいたします。
広報委員会委員
一同
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