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第 11 回シルバーサロン

シルバーフェスタはくい 2018
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シルバーフェスタを終えて
第 11 回シルバーサロン・シルバーフェスタはくい 2018 を盛大に開催する事ができました。
天気に恵まれ、55０名ものお客様にご来場いただきました。今年はステージも設置され、唄・
詩吟・舞踊・獅子舞など多彩なステージショーを披露していただきました。前日の準備、当日の
運営・接客等、ご協力いただいたボランティア会員 51 名の皆様、誠にありがとうございました。
普及啓発委員長 高野 敬学
<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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☆第 14 回理事長杯グラウンドゴルフ親睦会☆
平成３０年 9 月２８日（金）
場 所 眉丈台地スポーツ広場グラウンドゴルフ場
開催日

参加者 ３０名
総合優勝 塩谷 進（柴垣町）

○女性の部○

2 位 北村 末治（千里浜町） １位 最上ナツ子（千里浜町）
3 位 山岸 外二（酒井町）

２位 朝川 智子（千里浜町）

☆ホールインワン賞☆
國田 吉博

酒井 克信

塩谷 進

下 由昭

西屋 隆信

細川佐喜夫

三浦 真

山岸 外二

高野 敬学

☆会員互助会交流会☆
１２月２日（日）、休暇村のと千
里浜で会員交流会が行われ 42
名の方に参加いただきました。
カラオケや細川会員・髙嶋職員
による三味線で楽しいひととき
を過ごす事ができたかと思いま
す。ありがとうございました。
会員互助会 会長

宮本義治

ボランティア美化活動
10 月 3 日（水）に、道の駅 のと千里浜で除草・清掃の
ボランティア作業を行いました。早朝にもかかわらず、
70 名もの会員さんが参加して下さいました。
有難うございました！!
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11 月１日（火）、剪定班の皆さん
がセンターの庭木を剪定・雪吊り
してくださいました！

ありがとうございました‼

◇石川県シルバー人材センター連合会

設立 20 周年記念関連事業◇

10 月 18 日（木）に県立音楽堂で記念式典が開
催され功労者表彰がありました。
当センターの表彰者をご紹介します。

東渡 和彦
上島 勉
疋島美代治
柳浦 靖
島多 章子

事務局長（在籍 30 年）
会
員（在籍 28 年）
会
員（在籍 24 年）
会
員（在籍 20 年）
会
員（在籍 20 年）

皆様 おめでとうございます‼

１０月３０日（火）に高松グラウンドゴル
フ場で、記念グラウンドゴルフ大会が開催
され、県内のシルバー会員・役職員計 239
名が参加しました。当日はあいにくの雨模
様でしたが、当センター会員 12 名は大健
闘されました‼
参加選手の皆様お疲れ様でした～♡

【Ａチーム】

塩谷 進、北村末治、尾崎照雄（4 位）
浜田靖夫（5 位）、松本博文（ﾗｯｷｰ賞）
小林良三
【B チーム】

松井良穀（8 位）、井上俊治（2 位）、
西井務、山田政一、楠喜久男、長岡義範

☆研修会・講習会☆
10 月２２日（月）～24 日（水）の３日間、
羽咋公民館で調理補助講習会が開講されま
した。

10 月 20 日（土）、農園班・理事会専門委員会
合同視察研修で「石川の農林漁業まつり」会場
（産業展示館 4 号館）を訪問しました。

<平成３０年度

安全就業標語>

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】
●理事会
第３回理事会及び運営委員会 平成３０年９月２７日開催
・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３０年第２回理事会以降の事業実施報告について
3.平成３０年６月～８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１回委員会 平成 30 年１１月２２日開催
・正副委員長の選出について
・目標指標の決定について
------------------------------------------------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
・石川の農林漁業まつり視察研修（農園班・専門委員会合同） 平成３０年１０月２０日開催
・シルバーフェスタ 2018
平成３０年１１月１８日開催
------------------------------------------------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第３回委員会 平成３０年１１月１2 日 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３０年１１月１３日 開催
・適正就業規程の見直しについて ・県内事故発生状況について ・安全パトロール実施状況について
------------------------------------------------------------------------------------------------●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３０年１１月２８日 開催
・シルバーだより６３号発行について

◇普及啓発委員会よりお知らせ◇
今年も無事にシルバーフェスタを開催する事ができました。昨年を大きく上回る来場客数でし
た。運営にご協力いただいた会員の皆様のおかげです。ありがとうございました。
【シルバーフェスタ収支報告】

（収入）404,297 円

（支出）325,629 円

（繰越額）78,6６8 円

※繰越額は来年度のフェスタ準備金として使わせていただきます。野菜やバザー品の出品、
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！
【事務局

○新会員さんご案内○
薜
松島
吉田
岩谷
竹津
渡野

智子（島出町）
淺子（川原町）
武志（千里浜町）
昌美（石野町）
清樹（大川町）
健一（尾長町）

よろしくお願いします！
平成３０年９月１０日～１２月 6 日入会

新会員さん大募集中です！！

年末年始の休業日】

１２月２９日（土）～１月３日（木）
※12 月分の就業報告書は 1 月 4 日（金）までに
提出して下さい。（休業中でもセンターの郵便受けに入
れてかまいません。）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今年もシルバーだよりの発行・取材にご協力いただき
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＊＊
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