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会員数

男性 176 名

女性 92 名

合計 268 名 （8 月末現在）

今年のエコ農園は、コロナの３密対策のためメロンと、とうもろこしの栽培を断念しました。
シルバーフェスタも中止となり、会員のみなさんに「おいしい野菜」を届けられず残念です。
初めて人参の栽培に挑戦しましたが、人参ならぬ人形のような人参（？）になり大失敗！今後も
いろんな野菜作りに挑戦します。一緒に心地よい汗をながしませんか？
農園班班長 酒井 克信

農園班メンバー募集中！

給食材料の出荷の様子（玉ねぎ、にんにく）

白菜の定植
大豆培土作業の様子

<令和２年度 普及啓発標語>

よし、やるぞ！経験と技 シルバー魂
濱里 三志（千里浜町）
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『夫婦で会員さんいらっしゃい』のコーナー
〇

第４回

〇

坂野一男さん・妃三代さん（千里浜町）
（平成 25 年入会） （平成 25 年入会）

私の人生は本当に運がいい！
命拾いを２回もし、かわいい奥さんももらえて

今回はあれから何十年という形でインタビュー
させていただきました。坂野さんご夫婦は、同い
年でなんと、ご結婚は 22 歳の時にされたそうです。
恋愛結婚で、ダンスホールなども一緒に行ったり。
それから数々のご苦労も楽しいことも経験し、
仲良く 50 年経ったとお話しいただきました。

シルバーで二人元気で働けることが
一番いいね！！

〇就業風景コーナー〇
すいか出荷補助作業の様子

市道の草刈りの様子

太陽光の敷地 草むしりの様子

<令和 2 年度 安全就業標語>

安 全 は 新人に見習うことも有るよ ベテランさん
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１６回理事長杯

グラウンドゴルフ親睦会

日 時：9 月 25 日（金）８：30 受付
（予備日 10 月 2 日）
場 所：眉丈台地グラウンドゴルフ場
参加費：２００円
先の開催案内チラシの一部に会場の間違いがありました。
上記の通りですので、お詫びして訂正いたします。

会員交流研修会中止のお知らせ
今年度開催予定の会員親睦会は、コロナウィルス対策のため中止します。楽しみにされてい
た皆さまには大変申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

「委員会」からのお知らせ
普及啓発委員会
ボランティア作業

シルバーフェスタ中止のご案内
毎年 11 月第３日曜日に開催しております
「シルバーフェスタはくい」について、新型
コロナウィルス感染の終息が見込めないため、
中止することになりました。楽しみにされて
いた方には大変申し訳ございません。
来年度は開催できることを心から
願っております。

日

時：10 月 1 日（木）
午前 7:30～ 1 時間程
（雨天の場合 10/5（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！

安全・適正就業委員会
熱中症対策について

応急手当講習会中止ついて

猛暑の中、作業をされていた会員さんのなか
で、熱中症と思われる症状が出た方が数名いま
す。今後とも熱中症にならないよう、十分注意し
対策をとっていただけるようお願いいたしま
す。対策は、前回発行の「第 15 号 安全
だより」に載せてあります
のでご覧ください。

今年も予定しておりました心肺蘇生研修会に
ついて、コロナウィルスの流行のため中止とな
りました。来年はできるだけ、研修会を開催し、
有事の時には対策できるよう皆さんに参加して
いただきたいと思っています。

昨年の研修風景

羽咋郡市広域圏事務組合クリンクルはくい

ごみ搬入についてお知らせ

令和 2 年 11 月 2 日（月）より 月～金曜日の受付時間変更
「12：30 分から 13：00 分まで受付休止」になります。※12：30 分ギリギリの搬入は避ける
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【事務局からのお知らせ】

新入会員さんご案内
沢田
前田
浅野

隆
（御坊山町）
礼見子（大川町）
勝
（千代町）

よろしくお願いします！！
令和2 年6 月１6 日～9 月15 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。

理事会・委員会の活動報告
●理事会
第 2 回理事会及び運営委員会 令和 2 年 7 月 10 日開催
議題
・令和 2 年度補正予算承認について
・その他 事故報告について
---------------------------------------------------------●普及啓発委員会 (目的：会員の増加)
第２回委員会 令和 2 年 8 月 17 日 開催
ボランティア活動、シルバーフェスタ中止について
---------------------------------------------------------●就業開拓委員会 (目的：就業先の拡大)
第２回委員会 令和 2 年 8 月 25 日 開催
単価改定について、就業開拓の企業訪問について
---------------------------------------------------------●安全・適正就業委員会（目的：安全就業の徹底）
活動実施報告 10 月開催予定
---------------------------------------------------------●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 2 年８月１９日 開催
シルバーだより 70 号発行について

クイズコーナー
Q．羽咋勤労者総合福祉センター内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）が設置されてい
ます。どこに設置されているでょうか？
A. ①階段踊り場
②２階和室前 ③玄関ホール 3 つの中から選んで下さい。
クイズの答えが分かった方はシルバー人材センター事務局中島までご連絡ください。
先着５名様に粗品をプレゼント❕

９月 30 日（水）締切

＊＊＊コロナ対策しています！＊＊＊
事務局では 7 月から、事務局内でコロナ対策ボードを
設置しました。ホームセンターで材料を購入し、事務局長
と職員の共同で、手作り。受付にはビニールシートの
垂れ幕をしました。ボードを作成してみたい方は、事務局
にお問合せください。
アクリルボード穴あけ器具は事務局にあります！

編集後記
あんなに、あんなに「もう出てこないで」って頼んだのに。新コロナちゃん、あなたはまだ平気な顔で・・・。
う ら み

う ら み

う ら み

いつ消えるの、2～3 年のさばるつもりですか。恨み、怨み、憾みでもあるのですか。私たちは負けないわよ。
ところでみなさんは政府からのあの 10 万円どう使われましたか。振込される予定だからと言って買った物、
振込されたからと言って買ったもの。あれーっ?! いつの間にかオーバーしてるじゃん！ストレス解消だー!!
体力つけて、寝て、食べて。負けるもんか。忍耐のむこうに希望があるさ！
広報委員長 木村 春恵
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