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ナイス！ボランティア
幼稚園でのボランティア・園がみるみるリニューアル

明るく,さわやか！
活気に満ちた総会風景

再生させるぞ！リサイクル工房

シルバー会員は活動しています
ヤーコンの収穫作業

趣味のそば打ち・銀そば会
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平成 22 年 8 月 19 日(木)第 5 回理事会におい
て､4 月から 7 月までの事業経過報告が発表さ
れ､事業収入 71,011 千円で 21 年度の同期比で
約 4,711 千円上回った｡
事務局より新規就業先の報告｡4 事業委員会の
報告の主要点は①互助会設立準備の進捗(慶弔
金摘要の対象先､互助会会費の収入規程定等)
②会員募集ﾁﾗｼの新規作成③新規ﾁﾗｼを活用し

た牛久駅前における会員募集のﾁﾗｼ配布計画
(10 月 19 日役員全員で行う)④新公益法人制度
の移行留意点の説明(電子申請制度の活用でｼ
ｭﾐﾚｰｼｮﾝする)⑤牛久市都市計画課･駅前かっ
ぱつ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢牛久駅前まつり｣に参加(今
後の駅前活性化計画の動向を体験)したこと
などの内容であった｡

互助会準備委員会の原案検討

規約の改正に着手
来るべき、社団（公益)法人対策の一環として、
規約の改正を進めるべく、まず「決裁規程」を
取り上げ検討に着手したが、残念ながら結論に
至らず、次回へ持ち越しとなった。これからも
内容をよく吟味し時間をかけて規約改正に向けて
努力を傾けたい。

1.会員は全員互助会員となる。
2.役員は会員理事全員で兼務。
3.年会費 1､000 円はｼﾙﾊﾞｰ年会費と同時支払い。
4.事業活動として①慶弔金取扱い②親睦会開催
③ﾌﾞﾛｯｸ活動の助成④同好会活動の助成等。
5.互助会運営費は年度予算 100 万円で賄う。

1.会員募集ﾁﾗｼ改訂版の作成について
会員募集活動強化のため､募集ﾁﾗｼを改訂する
ことにいたしました｡｢ｼﾆｱﾗｲﾌ｣を楽しむことを
ﾃｰﾏに､仲間づくりを主眼とした募集ﾁﾗｼです｡
2.牛久駅での会員募集ﾁﾗｼ配布について
1０月１９日（火）朝 牛久駅で理事による会
員募集チラシの配布を実施いたします。

1.安全適正就業優良賞を受賞
茨城県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会から平成 20､21 年
無災害で表彰される｡茨城県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ｢安
全大会｣日に中山委員､馬渕委員が出席。
ヒヤリ・ハット 」への取り組み
ｼﾙﾊﾞｰ会員の家庭にもｱﾝｹｰﾄの協力をお願いし
安全活動に取り組む。

1. ｼﾙﾊﾞｰだより夏号の発行
第 23 回通常総会の報告記事を柱に互助会制
度の設置、親睦研修旅行、ﾊﾟｿｺﾝ教室開講の
ご案内などの記事を掲載。
2. ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更改
キャッチコピーの見直し｢仕事の内容｣の紹
介記事を改訂。
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3.近隣のｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰとの作業料金(配分金)統一に
ついて
現在､同じ作業でもｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰによって作業料金
が異なります｡これを､少なくとも牛久市近隣の
ｾﾝﾀｰは統一料金にしよう､という提案を当ｾﾝﾀｰ
から各ｾﾝﾀｰに働きかけることになりました｡手
始めに｢除草作業料金｣から始める予定です。

3.安全就業パトロールの実施
植木剪定班 3 ｹ所 除草班 2 ｹ所のﾊﾟﾄﾛｰﾙ。
4.自転車講習会日程決る
平成 22 年 11 月 29 日(月)AM10、牛久市労金
会議室にて主催は市交通防災課。
5.自動車講習会日程決る
11 月 11 日、24 日、12 月 9 日の 3 回実施。詳
細は安全委員会まで。

3. 各種ちらしの発行
・会員募集ちらしの改訂版をｴﾘｰﾄ印刷に発注
･安全委員会の要請にてﾋﾔﾘﾊｯﾄのｱﾝｹｰﾄちらし記
事をﾚｲｱｳﾄ。
･旅行委員会の秋の親睦研修旅行の参加者募集
チラシを発行。

安全委員会だより
思い起こそう 「 ヒヤリ・ハット 」したことを
数年前 安全委員から｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣の提案があ
ったが､当時は｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣を安全委員自身に

の意見も取り入れ､この取り組みを進めていった
方が良いのではないか｡

浸透させる状況にはなかった｡
近年､｢間違った内服薬を患者に渡したが､患
者がいつもの薬と違うことに気づき､実際は
内服薬ではないということが
わかった｣という話があった｡
この様なﾆｱﾐｽが続くことが

牛久市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰでは ここ 1､2 年無事故記
録で茨城県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会から表彰された
こともあり､植木剪定班､除草班のみならず､全会
員に強く｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣の意識を持って
もらい､積極的に活動していき
たい｡このため､ｼﾙﾊﾞｰ会員の

大きな医療事故にもつなが
る可能性があるため｢ ﾋﾔﾘ･
ﾊｯﾄ ｣の事例を記録し､蓄積･
共有することが医療事故の防止
役立てられ医療安全につながっていく｡
当ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰに於いても､安全委員会の一人
が自動車の更新に行った際に警察署で｢ ﾋﾔﾘ･

家族にも｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ｣のｱﾝｹｰﾄ
回答用紙を配り｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣
のﾃﾞｰﾀを取ることを決めまし
た｡ぜひ､安全委員会にｱﾝｹｰﾄの
回答をお寄せ頂きこれにより安全意識
を高めることで､植木剪定班､除草班の事故が無
くなればと願っております｡｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣とは､重

ﾊｯﾄ ｣を教わって来､話しをしてくれたことが
きっかけで､｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣の取り組みを行って
来たが､安全委員会だけの｢ ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ ｣のとり
くみで無く､ｼﾙﾊﾞｰ会員の家庭も含め会員全員

大な災害や事故には至らないものの､直結しても
おかしくない一歩手前の事例の発見を言います｡
文字通り､｢突発的な事象やﾐｽにﾋﾔﾘとしたり､ﾊｯ
としたり､するもの｣なのです｡

自動車安全講習会
日
場
内

ｼﾙﾊﾞｰ会員はどなたでも受講できます

時:平成 22 年 11 月 29 日(月)午前 10 時
所:牛久市労金会議室
容:自転車利用者の事故の大半は日常生活
圏内の身近な道路、自転車利用者は交
通事故に対する警戒心や安全確認が乏
しい･･･

スローガン:

よく見てね

十じろ

Ｔじろ

横断歩道

申し込み先: 牛久市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 事務局
ＴＥＬ：029-871-1468
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新公益法人制度改革の留意点・移行スケジュール
現在のｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰが新公益法人制度において

のような一般移行日程を進行させていくことが

公益社団法人の認定を受けようとする場合は、平成

重要である。

20 年 12 月から数えて 5 年間の移行期間終了までに

☆平成 21～22 年･･･検討準備期間、8 月までに ID、

移行申請を行わなかった場合そのシルバーは解散

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを取得し、ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝする。定款変更、諸規

とみなされる。これはすでに

定案の作成､事業別正味財産計算書作成。予算関係

号のｼﾙﾊﾞｰだよりで

詳しく述べましたが、いよいよ移行スケジュールが
待ったなしの時期に入ってきたのでその留意点を
見てきましょう。まず

の公益認定基準への適合検証等事前準備作業｡
☆平成 23 年･･･4 月に平成 22 年度決算整理。11 月
に公益認定申請､

☆公益法人 information ホームページから電子申

☆平成 24 年･･･3 月下旬に公益認定。4 月 1 日に「公

請開始申し込みを行い､ID とパスワードを取得
後､電子申請システムヘログインし、申請に必要
な書類の作成をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝし､新制度の決算書類ほ
か必要書類の記入に慣れておくこと。その上で次

益移行」登記
以上のｽｹｼﾞｭｰﾙをｽﾑｰｽﾞに進めるために、法人の
基本情報及び組織、法人の事業、団体の意思決
定の関与、財産､ 経理的基礎等について十分理
解しておく必要がある。

シルバー人材センターのブース前開会式風景
牛久市下根町の牛久運動公園で 8 月 22 日（日）
「うしくみらいエコフェスタ」が開かれ、親子連れ
など約 1 万人の来場者がさまざまなエコ体験を楽
しんだ。牛久市青年会議所主催のこのフェスタもこ
れが第 3 回、「遊んでたのしくエコチャレンジ」を
テーマにした会場には、飲食店の出店や各種エコ製
品の展示等、年ごとに盛大になり多いに賑わった。
シルバー人材センターも再生家具の展示販売や子
供向け竹細工のデモ販売などが大いに人気呼んだ。
また廃材を使ったプランターやエコはがき作り、マ
イはし作り、再生紙はがき作りなどに親子で挑戦す
る姿がみられ、エコ・リサイクル運動促進で盛り上
がった。

シルバー人材センター・趣味の竹細工の会「トンボ
の会」が 8 月 15 日に開催された第 3 回牛久駅前まつ
りに参加した。主催は牛久駅前かっぱつ化実行委員
会。共催牛久市。シルバー人材センターは現在牛久
市との間で駅前駐輪場管理を柱とした駅前環境整備
事業の話し合いを意欲的に進めており、このイベン
トに参加することは駅前の整備事業を進めていく上
で、現状を理解するまたとないチャンス。このイベ
ントに参加し「牛久駅前まつり」を盛り上げること
が駅前活性化や駅前整備化の諸問題を解決していく
先駆けになればよいと思っている。今後さらに牛久
駅前かっぱつ化実行委員会とのコミュニケーション
を積極的に進めていきたい。
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会員 NO.1293

岡林 弘造

現在、私はシルバー人材センターの会員として仕事に
従事する傍ら、趣味のブルーベリー同好会に籍を置き、
6 人の仲間とブルーベリー栽培を楽しんでいます。ブ
ルーベリーを植える大きなきっかけになったのは、退
職を前にして、趣味の海釣りに変わるものを探してい
た頃、ある日、突然目の前にモザイク模様柄が現れる
ようになり、その後も２～３月に 1～2 回と続くので、
目の検査をしてもらったことがありました。目には特
別異常はなく、加齢から来る現象でしょうとの診断
結果で、一安心したものの不安でした。
ちょうど、庭には家内が 10 年ぐらい
前に友人よりもらったブラックベリーが
植えてあり、同じポリフェノール類（アン
トシアニン．等）が多く含まれて、
「目に
いい」又、「抗酸化作用」が強いと言われ
るブルーベリーを植えることにしました。
準備段階としてホームセンターで苗木を見せてもらっ
たり、牛久の図書館で専門書を読んだりしてある程度
ブルーベリーを知ることが出来ました。
まず、苗木は土浦の大関ナーセリー（ブルーベリー
苗木専門）よりラビットアイ系のティフブルー主に、
ブライトウエル、パウダーブルー計 10 本購入しまし
た。ラビットアイ系を選択したのは比較的土壌に対応
しやすいタイプでアントシアニンを多く含んでいるこ
とと、紅葉がドウダンツツジと同じく綺麗だからです。
平成 17 年 11 月に植え今年の 11 月で丸 5 年、昨年よ

西沢渓谷の秋 （山梨県東山梨郡三富村）
この写真は、数年前に家族で出かけた「秋の西
沢渓谷」です。西沢渓谷は渓谷沿いに幾段もの
滝が連なり、木々の秋の輝く装いは、写真のよ
うに格別です。
この渓谷は、急な登りもなく、初心者向けの
コースです。渓谷沿いを滝と紅葉を眺め、戻り
は、紅葉の連なる旧トロッコ道をゆっくりと下
ります。日帰りでのハイキングエリアです。今
年の秋には、家族、友人と出かけてみては……。
※西沢渓谷に入るには､中央道勝沼インター
を降りて国道 20 号、国道 411 号を通過し､
国道 140 号線を北上するのがわかり易いと
思います。
写真・文

菅沢

純 （会員 No1104）
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りかなりの量が収穫できました。一昨年にはハイブ
ッシュ系もの 5 種類、計 10 本も植え付け何れも、順
調に育っています。やはり、ブルーベリーの資料を
参考にしながら次の条件で、植えつけたのが良かっ
たと思います。その条件とは
 日当たりの良い場所に植え穴は直径約 50cm ぐらい
(植え穴直径は大きい方がよい)、深さ約 30cm。
 酸性土壌を好むので、未調整のピートモス約 30～
50ℓ くらい（ハイブッシュ系はより多
く
湿らせて堀り上げた土に均一に混ぜ、
埋め戻す、その中央にピートモスだけ
でくるんだ苗木を 10ｃｍぐらいの高
植えをし、たっぷり水やりする。
植え付けた上にはチップを 20cm ぐら
いの厚さに覆うこと（水やりも回数が
少なくて楽です）
。
 同じ系統の中から 2 種類は選ぶこと（同じ時期に
花が咲き受粉し易いもの）
。
冒頭にも述べたとおり、ブルーベリー同好会にも
籍を置きブルーベリー栽培を楽しみ一方、家庭では
ブルーベリー、ブラックベリー共に自家製ジャムを
家内から教わり多少工夫をし、作っています。 親
類、お世話になった方々に喜ばれ、これまた楽しい
ものです。お陰で、目の前のモザイク模様柄もほと
んど出ませんブルーベリーの効用かと? 思っていま
す。

趣
味

短歌

悠
々

◆ お知 らせコーナー

ゴミ拾ふ わが足許を長々と
よぎりし蛇の怖さ忘れず
よくなれば 一緒に野球をしようね
と麻痺の手足を揉みくるる孫
―井上梅太―

俳句
風船が徐々にしぼんで旅終わる
病みふして夢は祭りの山車を引く
―井上梅太―
広島の 石楠花熱き 入道雲
里山や 稲田にのぞく 居待ち月
仰天の 孫の声消す 近花火
いが栗のたわわに 秋の待たるる日
－金巌閑話－

・事務局からのお知らせ
例年にない猛暑が過ぎ、皆様いかがお過ごしでし
ょうか。感じている以上に体力が落ちているのがこ
の時期です。体調が悪いと感じた時は、無理をせず
同じ就業現場の会員さんに交代をお願いするなど、
早めの対応を取って体調管理を行い、安全就業に努
めましょう。
会費未納の方へ
平成 22 年度分の会費 2.000 円の納入期日が 6 月末
となっています。
未納の方はお早めに納入をお願い致します。
就職や体調不良等で就業困難な方は、退会となりま
すのでお手数ですがご連絡下さい。
なお、正当な理由なく１年以上の納入がない場合は
自動的に退会となりますのでご了解下さい。

・互助会準備委員会より

川柳

準備委員会の検討により､互助会の骨組みが姿を
現した。その概要は
4.入会と同時にｼﾙﾊﾞｰ会員は全員互助会員となる。
5.役員は会員理事全員で兼務。会長 1、副会長 2.
幹事 9､会計幹事 2 名とする。
6.年会費 1､000 円はｼﾙﾊﾞｰ年会費と同時支払い。
4.事業活動として①慶弔金取扱い②親睦会開催
③ブロック活動の助成④同好会活動の助成等。
5.互助会運営費は会員からの年会費 50 万円とｼﾙ
ﾊﾞｰ本体からの助成金 50 万円の合計 100 万円で
賄う。

騙すひとが居てだまされる人が居る
当てにせず貯めるお金は増えていく
苦労せず立派になった人のなし
―井上梅太―
高齢者 戸籍で生きて 年金を
炎天下 電柱陰で 青を待つ
子育ては 動物達に 教え乞う
小沢さん 要職ないと 身が危険
青空は もう見たくない 雨恋しい
－クボハゼ－

狂歌
育てられ 次期党首と望まれて
何が不足で 一人何する
テロテロと 大騒ぎした 元テロが
国賓並みの 待遇されて
高齢者 不明白骨 そのままに
笑いもんだよ 長寿国
夕立も しばらく降らず 天国も
カミナリおやじ 少なくなったか
ころころと 替わる総理に 世界から
蔑まされて 菅続投か
一ヶ月 牛久地方の 雨担当
サボっているか 出かけて留守か
わに 秋の待たるる日
－クボハゼ－
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・牛久ｼﾙﾊﾞｰ安全委員会表彰
7 月 8 日に行われた茨城県シルバー人材センター
連合会の安全適正就業安全大会にて牛久ｼﾙﾊﾞｰが
優良センターとして
表彰され安全適正就
業優良賞を受賞した。
21 年度までの 3 年
間で重篤事故が０件
ということが授賞の
理由である。これに
伴い事故０の経緯を
中山理事が事例講演し参加者の関心を集めた。

・互助会設立準備委員の募集

