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牛久市シルバー人材センター広報部会 

牛久市女化町８５９－３ 

電話０２９－８７１－１４６８ 

e-mail usiku@sjc．ne．jp 

 

つとして必ず着用するように依頼しました｡ 

又就業前にﾗｼﾞｵ体操を行っている｡(ｴｲﾃｯｸ) 

作業中に 20 分に一度の水分補給の号令が掛か

る､(ﾀｷｲ種苗牛久農場)といった就業先もありま

した。今は季節の変わり目､健康には十分留意し、

｢安全就業必携ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ｣を今一度読み返し作業

安全就業ﾊﾟﾄﾛｰﾙを終えて  
7 月 27 日､8 月 4､11､18 日の 4 日間､安全就業ﾊﾟﾄﾛｰ

ﾙを実施しました｡大変暑い日でしたが､会員のみな

さんは元気に､そしてｼﾙﾊﾞｰらしい誇りと自信をも

って就業に当たられ､頭の下がる思いで､ﾊﾟﾄﾛｰﾙし

ました｡今回は下記の日程で､安全就業ﾊﾞｯﾁの配布

を兼ねて行いました｡ 

7 月 27 日(水)  

･総合福祉ｾﾝﾀｰ内：わくわく運転(送迎)､ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

厨房､ｾﾝﾀｰ管理､日常清掃､売店 

･ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内：缶･ﾋﾞﾝ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ分別作業､ﾌﾟﾗｯﾄｫｰﾑ車

誘導､ｸﾘｰﾝ工房家具等ﾘｻｲｸﾙ作業 

･ひたち野うしく駅：ﾄｲﾚ清掃､駐輪場管理 

･牛久駅東口：駐輪場管理 

･淡路技建株式会社：工場内軽作業 

8 月 4 日(木)   

･植木剪定：今野班､ 

渡辺班､島田班､ 

･除草(手抜き)：清水班 

･(有)ｴｲﾃｯｸ：ﾘｻｲｸﾙ･ 

部品解体作業 

8 月 11 日(木)  

･植木剪定：岩淵班､茂木班､   

･除草(手作業)：金子班､糸賀班､ 

･(株)ﾀｷｲ種苗牛久農場：場内軽作業 

8 月 18 日(木)  

･墓地情報ｾﾝﾀｰ内：除草(糸賀班)､除草(機械刈 

り･添谷班) 

･ｾﾝﾀｰ売店：販売業務 

今回は現場でしか聞けないような貴重なご意見も

頂きました｡夏対策として、目を保護するもの､移

動車両に装着する作業掲示板、就業に書かせない

ﾍﾙﾒｯﾄ等の着用が是非とも必要である。  

安全就業には欠かせないﾍﾙﾒｯﾄの着用ですが「暑 

いので気分が悪くなる､作業がやりにくく着用は

つらい」等の声がありましたが、安全対策のひと 

車の駐車にご用心 !    

最近車に向けての発砲や車の盗難など非常に危

ない時代です。また、迷惑駐車などよる嫌がらせ

なども多いと話しに聞いたりします。 

シルバー人材センターでも、植木剪定作業を行う

皆さん・除草作業を行う皆さんをはじめとして、

色々な形でお客様のお宅やお宅の前まで、車で伺

う事が数多くあります。 

その際に今でも道路を通行する人や車の邪魔に

ならない様十分に気を付けて駐車していると思

いますが、向かいの住宅のガレージまでは、なか

なか気が付かなかったりします。 

道幅の狭い住宅街の中では、気を付けて駐車した

にもかかわらずガレージの車の出入りが困難に

なりトラブルにつながってしまう事があります。

今後は、道路を通行する人だけでなく周りの状況

にも気をつけて駐車するようにしましょう。 

また、みなさんのご近所でふさわしくないところ

に駐車しているシルバー会員の車を見つけたら、

安全に駐車できる場所の紹介を仕合いましょう。 

 

に従事したいもので

す｡次回のパトロール

は真冬の時期ですが、

元気な会員の皆さんと

また、お会いできるの

を楽しみに、お互いに

頑張りましょう。 

 

会員数 男性 372 名 女性 117 名 合計 489 名 
10 月 31 日現在 

 

 

   (有)ｴｲﾃｯｸ作業ﾊﾟﾄﾛｰﾙ風景 

(植木剪定ﾊﾟﾄﾛｰﾙ風景) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 文芸欄新設のお知らせ  

前回､誌に会員の皆様に参加して戴く紙面作りを

と､文芸欄の創設と作品の募集を呼びかけました

所､早速に応募戴き有難う御座いました｡ お蔭様

で文芸欄というｺｰﾅｰを「趣味悠々」というﾀｲﾄﾙで

設けることが出来､一同喜んでいます｡ これから

も､「こんな事を載せて欲しい」とか､ご応募を戴

き､会員皆様の楽しいｼﾙﾊﾞｰ広報になります様､広

報委員一同、努力して行く所存です｡ 

◆2006 年版「シルバー会員手帳」配布 

安全就業のポイントなどを載せたダイア

リーです。一人一冊となります。各就業現

場へ 12 月の初旬にお届けする予定です。

届けられない現場もありますのでお手元

に届かない場合は、お手数ですが事務局ま

でお越し下さい。 

 

（有）長浦自動車工業 

 

スポーツクラブ牛久 

賛助会員紹介  いつもご支援いただきましてありがとうございます。 

牛久市南 2-34-13 
電話（872）６４６０ 

 

 

 

医療法人 つくばｾﾝﾄﾗ ﾙ病院  
牛久市柏田町1589-3 
    電話（872）１７７１ 

 

 

 

牛久市さくら台 1-77-4 
電話（872）２９２１ 

 

 

 

◆  事 務 局 からのお知 らせ  

○ここ最近、事務局に依頼がある仕事は、

比較的短時間での就業先がほとんどです。 

体と時間に余裕があり、もっと就業できる方、

こんな仕事がしてみたいなど新しい仕事に意欲

のある方はどんどん事務局までご連絡下さ

い。シルバー人材センターではやる気のある

仲間をお待ちしております！！ 

 

 

川  柳 

・まだ負けぬ 老いの冷や水 命取り 

井上 梅太 

・老夫婦 あんたはﾎﾞｹﾀと 共に言い 

     ｸﾎﾞﾊｾﾞ 
  俳  句 

・拾いても 拾いても ｺﾞﾐ炎天下     井上 梅太 

・柿釉の鉢 栗焼くや 笠間市   金巖閑話 

・湯治場へ 通う樹間に 秋の女  金巖閑話 

・五十肩 秋の想いを 背負いたる 三木一 

・子雀の 饒舌誘う 落ち穂かな  三木一 

  短 歌 

・精だして ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの 

        仕事せし日は 晩酌うまし   井上 梅太 

 

 
 
 

◆ 理事・監事研修会報告のお知らせ 

１０月２８日（金）ﾚｲｸｻｲﾄﾞ茎崎において開

催されました研修内容については次号の広

報誌で報告させていただきます。 

 



 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業先・紹介  

シルバｰ会員の無欲の姿、技術上手、一生懸命とひたすら仕

事に徹する仕事ぶりには大変な喜びようでした。 

今後も、継続致しますのでよろしくとの事でした。 

庭にさくらの大木が３本、「シルバーの皆さん４月には 

お花見に、どうぞ･･･お待ちしています」とのことでした。 

訪問先：犬田かおる様邸宅（抱樸舎･住井すゑ学習  

会場･母屋を含む広大な敷地) 

応接者：犬田かおる様（「橋のない川」の作家 

故住井すゑ様の娘） モットーは  

水をいたわり、土を慈しみ、火を敬う。 

契約内容は年３～４回の邸宅内敷地の草取り、 

女性会員３名及び夫婦１組が作業を請け負う。 

 

４月にはお花見

に･･･どうぞ 

シルバー清掃ボランティア 

10 月 19 日(水）清掃ボランティアの作業風景。
市庁舎前から出発。駅前通りとブドウ園通りの
二手に分かれ、清掃活動を行った｡ 

 
皆さんのご参加をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

理事会だより 
 

平成 17 年 8 月 22 日(月)13 時 30 分から開催 

 

１．平成 17 年度事業状況報告（４月～７月）

について 

２．新入会員の承認について 

３．会費額の変更について 

４．事務費の見直し検討について 

５．全戸配布版ｼﾙﾊﾞｰだよりの配布について 

会員研修親睦の旅 

平成 17 年 10 月 19 日(水)13 時 30 分から開催 

 

１．平成１７年度事業状況報告（４月～９月）

について 

２．新入会員の承認について 

３．その他 

  ○会費額の検討について 

○事務費の見直し検討について 

○就業先の開拓について 
○自主事業の検討について    

 

※事務費とはｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの事業を遂行するため
の経費に充てるものとして受益者負担の形で配分
金・材料費とは別に事務費として受注額（配分金に
相当する見積額）の５％を発注者から徴収するもの
です。（各センターによって事務費は異なります） 

 

 

旅行は楽しかったか

楽しくない３名 

楽しかった ５３名 

 
イ ェ ー
イ！ 

旅行は楽しかったか 

旅行参加費は高かったか

安い １５名 
高い ３名 

ふつう ４０名 

 

 
お 手 ご
ろ！ 

旅行参加費は高かったか 

や、日頃鍛えた自慢の喉をカラオケで発表す

るなど、時間のたつのを忘れおおいに楽しん

だ。江戸時代から暮らしを続けているという

大内宿は、藁葺き屋根の家屋が軒を連ねて建

っており軒並み土産店となっているが、往時

を偲ぶことが出来た。龍王峡では、虹の滝ま

での腸のようにくねくね曲がった山道は、数

年前に来た時より長く険しく感じた、という

会員もいた。帰途のバスの中はカラオケ劇場

に変わり、宿ではチョットという方も、マイ

クを片手に座席の狭いことも、臨席の体温な

ども感じなくなり、大いに英気を養うことが

出来た。最後に、下記アンケートの速報結果

を紹介して終わりにしたい。会員の皆さまお

疲れ様でした。   (副理事長 鈴木伊平) 

 

 

10 月 25 日 (火)､26 日(水)の一泊二日会津路・研

修の旅をした｡紅葉の観賞にはちょっと早かった

が､天候にも恵まれ､所期の目的が達成できた｡同

じ会員とはいえ､初めて顔を合わす方々が多く､当

初は話題も少なかったが時間がたつにつれ､仕事

や職場の話､家庭の話などなどいろんな話題に花

が咲いた｡最初の研修､外池酒造での銘酒の試飲に

舌鼓をうち､野外での弁当食では子供の頃の遠足

を思い出す｡さらに搭の 岪
へつり

の奇岩でも､吊り橋に

揺られ童心に返った･･･｡ 

宿では名湯に浸った後､美酒を頂きながらの懇談


