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シルバーフェスタはくい 2019
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シルバーフェスタを終えて

頑張るぞー！エイエイオー‼

会員の皆様のご協力により、第 12 回シルバー
フェスタはくいを盛大に開催する事ができまし
た。天気にも恵まれ、来場された皆様に楽しんで
いただけたかと思います。
今年は石焼き芋の機械を用意し、短時間で多く
の焼き芋を楽しんでいただけたのがよかったで
す。運営にご協力いただいた会員の皆様、ありが
とうございました。

普及啓発委員長

ボランティア会員 50 名と高野委員長（朝礼にて）

高野 敬学

<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）

[1]

◇

【各 種 講 習 会】

刈 払 機 講 習会
10会月 10 日、連合会支援事業の
刈払機講習会に 10 名の会員が参加し
安全な取扱い方法を学びました。

◇

運転講習会
10 月 29 日、１１月１９日
羽咋自動車学校の高齢者ドラ
イビングスクールに計 18 名の
会員が参加しました。
剪定講習会
10 月 15～17 日、連合会支援
事業の剪定講習会に 9 名の会員
が参加しました。
講師の立花先生のユニークな
講義に和気あいあいの 3 日間だ
ったそうです。（写真左２枚）
11 月７日には、剪定班の会員と
剪定講習会に参加した会員が能
美市の立花造園へ視察研修に参
加しました。（写真下）

〇 参加者の声 〇
立花造園への剪定班視察研修に参加して、
『自然風剪定で
ゆれる風を感じよ、切る時期を間違えないように』等、
立花樹木医より習い、いざ、松の木を目の前にハサミを持
つ、なんと度胸のいることか・・・と、初参加の女性達の
声が聞こえました。
木村 春恵さん（東川原町）

◇

【 ボランティア活動 】

10 月 3 日、ボランティア美化活動に会員、職員合わせて 58
名が参加し、
「道の駅のと千里浜」で除草･清掃作業を行いました。
この活動は 10 月の普及啓発月間にあわせて毎年行っており、重
要な地域貢献活動になっています。

◇

剪定班のみなさんが当
センター 周囲の松などの
剪定ボランティア をして
くださいました。
ありがとうございます‼

<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）

会員互助会からの報告
第１５回

理事長杯グラウンドゴルフ大会
9 月 27 日に邑知の郷グラウンド
ゴルフ場で開催され 24 名が参加し
ました。
【結果】

総合優勝
男子 1 位
2位
３位
女子 1 位
２位
３位
ブービー賞

バス旅行

～海軍ゆかりの港めぐり遊覧船と舞鶴を訪ねて～

10 月 27 日、会員互助会の日
帰り旅行に 38 名が参加し、金剛
院、引揚記念館、赤レンガパーク
などを見学しました。バスの中で
は時の経つのを忘れるほど大い
に盛り上がり、会員の親睦も深ま
ったようです。
幹事の皆様、お疲れ様でした。

今日の一杯はうまいなぁ～
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楠 喜久男
楠 喜久男
北村 末治
山岸 外二
沢田 陽子
畑田 幸子
朝川 智子
宮本 義治

【事務局からのお知らせ】

新入会員さんご案内
蓮本嘉四郎
坂口 徹
中橋 松介
森野 一昭

（大 川 町）
（千里浜町）
（酒 井 町）
（本 江 町）

よろしくお願いします！！
令和元年９月２７日～１２月２０日入会

会員募集中！！
訃報
宮本 匡さん（川原町）
享年 8７歳
謹んでご冥福をお祈りいたします。

理事会・委員会の活動報告
●理事会
第４回理事会及び運営委員会 令和元年９月２６日開催
議題・・・令和元年度補正予算承認について
第 5 回理事会及び運営委員会 令和元年１１月２９日開催
議題・・・令和２年度 配分金等単価の改定について
--------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
第３回委員会 令和元年１２月１３日開催
シルバーフェスタ実績報告、反省点について
---------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第３回委員会 令和元年１１月 2０日 開催
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 令和元年１２月３日 開催
令和元年度県内事故発生状況、安全パトロール実施状況
---------------------------------------------------------●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 令和元年１１月２８日 開催
シルバーだより６７号発行について

◎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
を開催することができました。
550 名も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。

過去に伐木講習（ﾁｪｰﾝｿｰ講習）を受講した皆様
労働安全衛生規則改正により、令和２年７月３１日
までに、追加講習（2 時間半、有料）を受講しない
と、旧特別安全教育（修了証）は無効となります。追
加講習を受けると、令和２年８月１日以降でもチェ
ーンソー作業は可能となります。
講習日程など詳しい内容は、事務局かシルバー人
材センター連合会へお問合せ下さい。

【収支報告】

収入
支出
純利益
昨年度繰越金
＋今年度純利益

302,796 円
292,936 円
9,860 円
88,528 円

繰越金は来年度の準備金として使わ
せていただきます。来年、野菜やバザー
品の出品、ステージショーにお招きした
い団体等がありましたら、ぜひ
までお知らせください！

事務局

【事務局

年末年始の休業日について】

１２月２８日（土）～１月５日（日）
12 月の就業報告書は休業中でもポストに入
れていただいてかまいません。1 月５日までに
ご提出下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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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