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会員数 559 名(男434 人･女125 人) 5 月31 日現在

平成 24 年度第 26 回通常総会開催

平成 24 年５月 29 日（火）午前９時 30 分より、
牛久市総合福祉センターにおいて第 26 回通常総
会が池邉市長をお迎えし、開催されました。
総会は出席者 65 名、委任状出席者 340 名、計
405 名の出席により、平成 23 年度事業報告と収
支決算報告についての議案説明がなされ、承認
されました。
平成 23 年度事業報告の主な内容
平成 23 年度は、当センターの受注元の企業の
中に、東日本大震災、タイ国洪水などにより、
生産活動の停滞や事業の縮小・閉鎖に追い込ま
れる企業が多数ありました。
このような状況のもとで、当センターは当初、
大幅な減収が想定されましたが、配分金収入で
みても約 2.1％減に留まったことは、当センター
の日頃からの顧客に対する真摯な対応の成果で
あると考えます。
会員数においても、前年度比 20 名ほど増えま
したが、広報紙への掲載やチラシの作成配布な
ど、その地道な活動の成果が功を奏したものと
考えます。
センターは「高齢者の福祉の増進」の一翼を
担う公益法人です。会員の増加は、センターの
目的としている健康で働くことにより、「生き
がいの充実・活力のある地域社会づくり」への
参加者が増えることであり、大変意義のあるこ
とです。これに応えるためには、役員をはじめ

関係者が一体となった就業開拓活動等が重要に
なってきます。また、公益法人への移行が１年先
送りとなりましたが、公益法人へ向けての取り組
みで得たものとして、関係規定等の見直しが

進み、新たに「会員の手引き」を作成し、会
員へ配付することになりました。
社会奉仕活動として取り組んでいる「駅前
の清掃」「幼稚園や保育園など公共施設の諸
整備」などについては、もう一歩の踏み込み
が足りなかったと反省しています。会員への
周知や理解を得るための工夫、参加しやすい
仕組みづくりなど、きめ細かい対応が必要で
す。
平成 23 年度実績
項
目
1.受注件数
2.契約金額
3.配分金額
4.事務費収入
5.登録会員数
6.会員入会数
7.会員退会数
8.就業実人員
9.就業延人員
10.就業率
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実

績
2,517
215,313,175
181,710,664
15,210,124
578
77
56
467
46,113
80.8

値
件
円
円
円
人(男 449.女 129)
人(男 59. 女 18)
人(男 40. 女 16)
人
人日
%

平成 24 年度の理事会が４月及び５月に開催、下記の議事が審議され承認されました。
第 1 回理事会〈４月 19 日（木）開催〉
審議事項 １.平成 23 年度事業活動報告 ２.経費節減について ３.各委員会報告
報告事項 １.平成 23 年度事業経過報告 ２.会員状況報告、就業先状況報告
第２回理事会〈５月 16 日（水）開催〉
審議事項 １.平成 23 年度決算報告 ２.平成 23 年度監査報告 ３.平成 24 年度経費節減
４.各委員会報告
報告事項 １.会員状況報告、就業先状況報告
第 1 回、2 回理事会では、平成 23 年度の事業活動及び決算報告が審議・承認され、５月 29 日に（火）に開
催された第 26 回通常総会に議案として提案され承認されました。

１.『会員の手引き』編集
新公益法人に移行するにあたって、新定款の確認と諸規程の見直しが完了し、『会員の手引き』として製本
する準備が整いました。近日中には、全会員へ配付される予定です。今しばらく、お待ちください。
２.シルバー会員研修
新入会員の方々への入会研修も軌道に乗ってきました。また、今まで研修を受ける機会のなかった既存会員の
方々には配付される『会員の手引き』を十分に活用し、さらに一層の活躍をなされることを期待します。

1..「広報うしく」掲載予定の会員募集記事の作成。（掲載予定 10 月・３月）
２.独自事業平成 23 年度「売店営業損益」の現状掌握。
３.パソコン教室生涯学習受講生への「独自事業パソコン教室」受講勧誘の実施。
４.リサイクルショップの看板作製（2 か所）及び「広報うしく」掲載予定のリサイクルショップ案内記事の作成。（掲載
予定９月）
５.就業開拓員による新規就業先開拓 21 件の実施と対策会議の実施。

識し、民法などの法律に則り、無報酬で活動しております。
１.平成 24 年度の就業現場安全パトロール実施を決める
隔月に理事会を開き、事業理念の具体化と事業目標の設定について審議、事業運営、展開の中
前年度は安全パトロールを３回実施しましたが、本年度は４回の安全パトロールを計画し、会員の安全・
核を担って活動しております。
適正就業と就業場所の環境のチェックを行います。
理事会では、センターの更なる発展、より良い運営を図るために、会員皆様のご意見やご要
２.本年度第１回目の安全パトロールを実施
望をお待ちいたしております。
６月 11 日（月）10 時から副理事長・常務理事・理事３名で安全パトロールを実施しました。

―大澤理事退任されるー
大澤正男氏は、長年にわたり、理事として当シルバーセンターの発展向上に尽力され、この
度退任されました。長い間のご労苦に感謝するとともに、今後ますますのご健勝・ご多幸を祈
念いたします。
１．シルバーだより春号の発行（全戸配布版：平成 24 年４月１日発行）
牛久市シルバー人材センター平成 24 年度事業計画基本方針、社会奉仕活動への
取り組み、シルバー会員の声、シルバーセンターＰＲ広告等の記事を掲載しました。
２．牛久市シルバー人材センター独自の新規ホームページの作成
新公益法人重要条件である情報開示の手段として、広く社会に公告出来るようなホ
ームページの作成に向けて取り組み、新ホームぺージが完成しました。
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安 全 委 員 会 だ よ り
事故ゼロをめざして!!
平成 23 年度牛久市シルバー人材センターの事

し、会員の皆さまに安全就業の徹底と、ヒヤリハ

故状況を取りまとめました。平成 23 年度は会員

ット運動の推進をお願いしました。

皆さまの安全意識の向上により重篤事故はあり

平成 24 年度はさらなる安全就労の徹底を図る

ませんでしたが事故４件、賠償事故１件ありま

ため、年４回の安全パトロールを計画し実施して

した。

おりますので、ご協力お願い致します。

安全はみんなの願い・家族の願いです。お互

自転車交通安全講習会を牛久警察交通課指導

いの安全配慮が事故防止につながります。安全

係の指導により、実施（第２５回通常総会のあと）

委員会では平成 23 年度３回（７月・１１月・24/

しました。３５名（男性 30 名

２月）会員の就業現場に安全パトロールを実施

加、質問も多数出る有意義な講習会でした。

女性５名）が参

牛久市シルバー人材センター事故の状況 （平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
災害事故の型
事 故 の 内 容
事故件数
死亡
入院
植木剪定中
植木・樹木剪定作業中の転落事故
０件
０件
０件
除草作業中の 除草作業中の事故
０件
０件
０件
事故
脚立（三股）等を使用中で転落事故
０件
０件
０件
就労中の事故 屋外清掃・屋内清掃中転倒し負傷
２件
０件
０件
商品管理中（入れ替え）無理な動作で負傷
１件
０件
０件
就業途上の
自動車事故
０件
０件
０件
事故
除草作業後帰宅途中、自転車で転倒し負傷
１件
０件
１件
その他
刈り払い機により草刈中、石を跳ね車のフロ
１件
０件
０件
賠償事故
ントガラス破損
合

計

５件

０件

１件

猛暑での除草にそなえて!！
屋外作業に従事の皆さん、ご苦労様です。暑さのため気持ちが散漫になり事故発生の原因ともなります。
注意して作業しましょう。
会員の草取り猛暑対策と用具を紹介します。（月刊６月シルバー人材センター就業の広場より）
① 作業は事前にお客さまの了解を得て早朝５時から実施する。これは熱中症、日射病などの予防と作
業能率の減退を考慮しての計画。
② 日中に日の当たる所を先に取り、日陰は後にする。場所にもよるが、日の当たる場所より日陰が８
度低いといわれる。
③ クーラーボックスに冷凍したボトル３～４本と他に水２本を準備。
④ ヘルメットは常時着用するため、高温の場合はぬらしたタオルを頭部に入れる。
⑤ 日が当たる所は麦藁帽の上部を切断し、つば部分をヘルメットの上部にのせ簡易日除けとする。
⑥ 特別に暑い時は冷凍ボトルをタオル等に包み首に巻くと気持ちよく、溶けたら飲用水に。
⑦ 水補給はこまめにとる。塩、温度計、タオルを携行する。

※これは参考例です。熱中症等暑さ対策は自分の身体にあった対策で猛暑を乗り切りましょう
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新ホームページが完成！
新しいホームページが完成いたしました。

は３ないし５項目の第２階層で構成されてお

ネット上で検索欄に「牛久市シルバー人材セ

り、さらに第２階層は多くの第３階層郡で構成

ンター」と打ち込めばすぐに開きます。

されているといった内容ですが、ここは百聞は

正式のＵＲＬ（ホームページの住所）は

一見に如かず、まず、ご覧になって理解される

http://www.ushiku-sc.or.jp/です｡

のが、手っ取り早いというものです。

牛久市シルバー人材センターが公益社団法

約 1 ヶ月ほどのあいだは試運転期間と致し

人へ移行するに当たり、全国向けにしっかり

ますので上記ＵＲＬでインターネットを検索

とした情報公開のできるホームページを作成

後ユーザー名：test、パスワード：demo と入

し、当センターの活動内容が誰にでも、すぐ

力してホームページへお入りください。

解るようにと設計･工夫されたものです。

なおホームページには会員の皆様の活動写

構成は第１階層が「お仕事をご発注の方へ」 真が掲載されていますが、皆様にとって､不都
「入会をお考えの方へ」「会員の方へ･センタ

合な写真がございましたら、また内容について

ー情報」「こんな事業も行っております」「セ

ご意見、指摘事項等がありましたならば、事務

ンターからのお知らせ」の５セクションから

局内広報委員会あてにご連絡いただければ幸

構成されております。それぞれのセクション

いです。

この厳しい夏を乗り切ろう！！

―
― 熱
熱中
中症
症対
対策
策を
をし
して
てい
いま
ます
すか
か ―
―
この暑い時期、特に気をつけたいのは、お子様や老人の熱中症です。そこで、この厳しい夏
を乗り切るための熱中症対策は……

熱中症対策

熱中症にかったときの応急処置

①運動や就労前に出来るだけ多くの水分を
とる。
②発汗により失った塩分の補給をこまめに
行う。スポーツドリンクなどの塩分と糖分
を配合した飲み物も良い。
③普段から睡眠を十分にとる。
④体感温度をさげる。
（通風を確保・スポット冷房・蓄冷剤等）
熱中症の症状
・吐き気がする・反応が鈍る・頭が痛い・言動
がおかしい・呼吸が早い・脈が早く弱い・唇
がしびれる
・めまいがする ・筋肉に痛みと痙攣がある
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①経口補水塩またはスポーツドリンクなど
を飲ませる。
②霧吹きで全身に水を浴びせ、気化熱によ
り冷やす。霧吹きがない時は、口に水を
含んで吹きかける。
③涼しい場所で休ませる。
④速やかに病院へ連れてゆく。

広
報
委
員
会

会員番号：１３４５

藻

汐

私もシルバー人材センターに登録し会員になり、2
年の歳月が過ぎました。
一年目は防犯パトロールの仕事につき、そこで出
会った仲間と現在も親交をあたため、有意義に密度
の濃いお付き合いをさせていただいております。
わが国は超高齢化社会を迎え、今世紀半ばには人
口の約 3 人に１人が 65 歳以上になるといわれていま
す。このような中、健康で心豊かに、自分から健康
づくりや生きがいづくり、そして仲間づくりに、社
会活動に参加し、生涯をはつらつと元気に明るく楽
しく、朗らかに過ごすことが極めて大切です。
停電になって懐中電灯を探しているうちにパット
電気がつくと、ほっとするものである。

草

石垣

一幸

人はあかるさを求める、光を求
める。もし、一年中曇った日ばか
りで、太陽の輝きを見ることがで
きないとしたら、人の心もおのず
から陰気になるであろう。このことを精神的につ
いて考えてみると、心の中に光明を見出した人は
人生の暗夜に迷う人よりも、喜びと安心、明朗さ
をもつことができる。疑惑の中に、暗闇の中に生
活することは陰気な空気の中に生活するに似て
る。人は人のつながりの中で、生かし生かされる
のではないだろうか。
「人は人のために、生きてこそ、人という」。こ
れからも縁あって、一緒の会員となった皆様と共
に前進して行きたいと思います。

ボタンと白 藤

久保田 直登(会員 NO316)

６年前に、田舎から送られて来ました白藤
の隣に、ボタンを植えて、４月下旬からボタ
ンが咲きだすのです。
雨が降ると支柱に傘を結えて、「アレ 花に
傘か？」雨に弱いボタンを守ってやり、長く
楽しみたいのでしょう。
５月に入ると白藤が咲き出し、連休の頃が
競演となります。
ボタンの花の深紅、葉の濃緑に白藤とのコ
ントラストが良く、毎年同じ様に咲き、同じ
様にカメラを向けて、今年の写真が一番と悦
に入っているのです。

社会奉仕活動にご参加ください！！

会員間の親睦を深めましょう！！

1.実 施 日：平成 24 年７月 23 日（月）9：30～15：00
1. 2.実施場所：牛久市立向原保育園 現地集合
牛久市小坂町 3388－4
3.そ の他：報酬はありません.飲み物・弁当各自持参
当日は現地集合・現地解散
4.受
付： 事務局・申し込みは電話でも可。
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暑気払いのご案内
1.日
2.場
3.会
4.受
5.申

時 ：平成 24 年８月 9 日 11：30～13：30
所 ： シャトー・カミヤバーベキューガーデン
費 ： ３，５００円 ・当日払込でも可
付：事務局・申し込みは電話でも可。
込：7 月 20 日（金）まで

趣
味

俳句

狂歌

野の花も 散るる桜も 春の夢
菜の花を 芒洋と包む 春霞
新緑の 深山を写す 湖水鏡
芝桜 ピンクのジュウタン 敷き詰まる
ひばりかな 雲の彼方と にらめっこ
－ はる霞 －

民主が 追えば逃げるか 自民党

悠
々

恋の手管を

知らぬが故に

ダルビッシュ 「打たないでよと」

青木言う

「首が危ない」 米大リーグ
暴風が 台風よりも 上を行き

川柳

日本全土を

どの家も 夫の呼び名は お父さん
庭の木に 巣作り楽し 小鳥待つ
高齢者 医師の診断 加齢病
金環と スカイで明け暮れ 日本列島
－ 太平記 －
花を見て ノンアルコールで 咽湿す
携帯で メール打つのに 一時間
禁煙と 決めたその日に 一服す
－ 井田 勝 －
平終わり 自治会長 定年後
定年は 妻の指揮下で すごすごと
新聞は いつも買わずに 図書館
地井散歩 真似て毎日 隣町
格安は 運転手に 皺寄せが
テレビから 笑いばかり 明日はない
薬づけ 現代人は モルモット
予定欄 医者通いで ギッシリと
コンビニは 一人暮らしの 冷蔵庫
嫁さんの 料理旨く メタボなり
－ 渕旅人 －
付け八重歯 乙女に人気 牙を研ぐ
うなぎ殿 今のうちなら お会い出来
切り餅が プッ―とふくれて ８億円
怖いもの 一に地震で セシュウムと
東電は 独占企業 腹にあり
現代鬱 遊びは良いが 仕事ダメ
……俺も古いがそうだった
メルケルの 相手替わって ユーロゆれる
ビックカメラ（大） コジマ（小）を飲んで
理にかない
― クボハゼ －

日本の 大陸棚が
資源に望み

ペロリとなめて
広くなり
海に眠って

昨年も オール電化 促進し
「原発やめろ」 言ってる人が
先端の スマホ片手に 得意顔
月の支払い 滞納増えて
－クボハゼ －

事 務 局 からのお知 らせ
就業先の情報・個人情報は漏らさないで !!
就業先で知り得た情報、就業先の業務内容等を、
第三者に漏らすことのないよう十分注意して下さ
い。就業先において、会員同士で他の就業先の話
を気軽にしていたところ、就業先の方の耳に入り、
「他でもうちの事を言われているのか」とお叱り
を受けました。
就業先の方の立場になれば当然のことです。
日々、こつこついい仕事をしていても、一瞬で信
用を失ってしまうことがあります。
会員全体への信用、センター全体への信用、自
分自身だけの問題ではありません。事務局も、個
人情報の管理には一層注意を払ってまいります。
会員の皆さんも、気をつけていただきますようお
願い致します。
健康診断結果のデータをご持参下さい
一年に 1 回健康診断の結果の提出をお願いしま
す。一部コピーをご提出下さい。※「健康診断書」
ではありませんのでご注意下さい。
会費の納入について
会費の納入は 6 月中が期限です。振込もしくは、
現金でお支払下さい。
今年も暑い夏となりそうです。体調が思わしく
ない場合は、会員同士で交代をお願いするなど健
康第一でお願い致します。

会員の「根本さん」が作詞家デビュー
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰで就業中の根本禎次さんが｢牛久の女｣で作
詞家ﾃﾞﾋﾞｭｰをしました｡7 月 9 日 am8:30 千葉ﾃﾚﾋﾞ、
J ｿﾝｸﾞｱﾜｰ｢あの人の歌が聞こえる｣で放送予定。
また、カッパ祭りにも出演予定です
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