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牛久市シルバー人材センター広報委員会
牛久市女化町８５９－３
電話０２９－８７１－１４６８
e-mail usiku@sjc．ne．jp
会員数 571名 (男453名･女118名) 8月末現在

本年度の社会奉仕活動は、第 1 回目を 7 月 23 日(火)に牛久市立向原保育園と三日月橋生涯学習センタ
ーで、第２回目を９月 12 日（水）に牛久市立上町保育園で実施しました。
７月 23 日の向原保育園では、28 名が植木の剪定と門扉・掲示板・遊具の塗装に分かれて作業を行いました。
15 時過ぎに除草が終わった運動場で、園児とジャンケンゲームをした後、シルバーの作業風景を描いた園児力
作の感謝のメッセージカードを貰い、参加者は顔がほころびたまま楽しく奉仕活動を終えました。
一方、三日月橋生涯学習センターは、この日は休館日でしたが所長と職員が、シルバー参加者６名に加
わり展示用パネル 21 枚(畳約 40 畳相当)とそのスタンド 21 基を白色塗装しました。
学習センターでは常々
パネルの塗装が必要と気にしていたようで、大いに感謝されることとなりました。
９月 12 日の上町保育園では 40 名が参加し、ジャングルジム、鉄棒等の遊具、門扉、掲示板の塗装、園
内の植木の剪定・除草作業を行いました。作業の終了後、園児の皆さんから「おじいちゃん、おばあちゃ
ん、ありがとう……」の笑顔のお礼の言葉とメッセージカードをいただきました。
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第 3 回理事会審議事項報告
平成 24 年度第３回理事会が７月 25 日（水）に開催され、下記の事項が審議され、承認されました。
１．公益法人認定報告について ２．企画提案型事業の推進について ３．ボランティア実施方法に
ついて ４．暑気払いの実施について
茨城県知事から新公益法人への移行認定承認の答申を平成 24 年６月に受けた旨の報告があり、来年
度に新公益法人へ移行する。企画提案型営業の推進にむけての勉強会を実施するほか、行政との連携を
強化する。ボランテイア活動については、シルバー人材センターとしての活動、地域ブロックとしての
活動、職群別の活動を今後検討していく。また、各専門委員会から、安全パトロール実施計画、シルバ
ーだより秋号の発行等の報告がされました。

総務委員会

専門委員会活動報告

１.社会奉仕活動実施 (７月 23 日：向原保育園､三日月橋生涯学習センター ９月 12 日：上町保育園)
●向 原 保 育 園 (小坂町) ：植木の剪定と遊具等の塗装及び除草(参加者 28 名)
●三日月橋生涯学習センター：展示用パネル 21 枚(畳 40 畳相当)の塗装(参加者６名)
●上町保育園（上町）
：植木の剪定と遊具等の塗装及び除草（参加者 40 名）
２.新入会員研修テキスト改訂
『会員の手引き』配布を機会にリニューアルして 10 月からの研修で使用予定です。
３.夏季イベント『暑気払い』開催
８月９日(木)シャトーカミヤにて開催し、21 名が参加して盛況でした。

事業委員会
１．会員増強対策…①うしく広報誌へ掲載の会員募集記事の作成及び掲載の依頼。（掲載日 10 月 1 日予定）
②会員募集チラシの継続配備の実施。
（市役所・3 生涯学習センター）
２．独自事業の拡充…①売店＝営業収益増強策の推移状況の確認。（現状掌握）②パソコン教室ＰＲの強
化＝10 月度開講のご案内を全シルバー会員及びご家族様へポスティングによる受講生募集の実施。
③リサイクルショップ売上向上策＝リサイクルショップ「案内看板」を現地２か所に設置及び、うしく
広報誌へショップご案内記事の掲載。
（９月１日掲載）
３．就業先の開拓…新規開拓訪問の実施。
（６～８月訪問先数延べ 75 社）

識し、民法などの法律に則り、無報酬で活動しております。
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
安全委員会
中核を担って活動しております。
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
１．第
2 回目就業現場安全パトロールの実施
要望をお待ちいたしております。
本年度 2 回目の安全パトロールを 9 月 6 日（木）に実施しました。剪定班等に残暑厳しい中で、熱中
症、蜂等に十分注意しながらの作業をお願いした。

―大澤理事退任されるー
２．平成 24 年度安全・適正就業推進大会に出席
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
７月６日（金）茨城県総合福祉会館で開催、牛久市シルバー人材センターから石垣理事・福田理事・
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
河村事務局員の 3 名が出席しました。
を祈念いたします。
安全・適正就業優良シルバー人材センターとして、日立市・稲敷市両シルバー人材センターが選ばれ
ました。

広報委員会
１．シルバーだより夏号（平成 24 年７月 1 日発行）
平成 24 年度第 26 回通常総会の開催、理事会審議事項報告、専門委員会活動報告、
事故ゼロを目指して、シルバーセンター新ホームページ、熱中症対策等の記事を掲載。
２．牛久市シルバー人材センター新ホームページの一般公開
新公益法人の重要条件である情報開示の手段として、広く社会に公告するための新ホームページが完成
した。
2

安 全 委 員 会 だ よ り
安全・適正就業推進大会に出席
平成 24 年度、安全・適正就業推進大会が茨城県総合福祉会館で県内 39 地区のシルバー人材センター
から 229 名の会員が出席（牛久市シルバー人材センターからも 3 名出席）し開催されました。
大会は主催者、来賓の挨拶に続いて安全・適正就業優良シルバー人材センターの表彰があり、日立市、
稲敷市両シルバー人材センターが表彰され、続いて両シルバー人材センターから安全の取り組みについ
て事例発表がありました。発表内容は（①安全就業の取り組みについて

②安全意識の高揚について

③安全に関する研修会又は講習会の実施について）等で、安全に対する会員関係者の意識高揚に努力す
るシルバー人材センターの姿勢が見受けられました。
講演では筑波大学大学院人間総合科学研究科、准教授 大蔵 倫博様より「加齢に伴う心身機能の低下
と安全就業」について、茨城県警察本部交通企画課高齢者対策係長 園城寺 利弘様より「高齢者の交通
事故防止対策」のお話がありました。

安全・適正就業スローガン

≪お知らせ≫
自動車交通安全講習会の日程が決まりました
会員就業規約施行細則第 3 条に基づく交通安全講習を、本年度は下記の日程４日間で実施することに
なりました。自動車運転業務に就業する会員が対象です。対象者には事務局から事前に連絡があります。
期

日： 11 月８日（木）

場

所： 龍ヶ崎自動車教習所

11 月 13 日（火）

12 月６日（木）

12 月 11 日（火）

※自転車講習会も例年どおり実施する予定です。日程等の詳細は未定です。決定し次第お知らせいたし
ます。
（平成 24 年４月１日～平成 24 年８月 31 日）

牛久市シルバー人材センター災害事故の状況

災害事故の型
事 故 の 内 容
植木剪定中
植木・樹木剪定作業中の転落事故
除草作業中の 除草作業中の事故
事故
剪定ごみ運搬処理作業中

事故件数
０件

死亡
０件

入院
０件

０件
１件

０件
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
商品管理（入れ替え）中無理な動作で負傷

０件
０件

０件
０件

０件
０件

就業途上の
事故

自動車事故（次の現場に移動中）
除草作業後帰宅途中、自転車で転倒し負傷

１件（2 名）
０件

０件
０件

０件
０件

その他

刈り払い機により草刈中の事故等

０件

０件

０件

２件

０件

０件

合

計
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新ホームページが完成！
新公益法人向けホームページ一般公開へ
前号の 49 号で紹介した新ホームページが試運転期間を終え、いよいよ一般公開となりました。正式の
ＵＲＬ（ホームページの住所）はhttp://www.ushiku-sc.or.jp/です｡ユーザー名もパスワードも使用す
ることなく一発で開きます。前にも話しましたが、このホームページは牛久市シルバー人材センターが
公益社団法人へ移行するに当たり、全国向けにしっかりとした情報公開のできるホームページを作成し、
当センターの活動内容が誰にでも、すぐ理解していただけるようにと、設計･工夫されたものです。特に
会員の方々には、見方、利用の仕方で、現在の牛久市シルバー人材センターの位置づけがよく分かり、
センターが一層、親しみを持って迫ってきます。｢情報公開｣､｢活動予定表｣､｢センターからのお知らせ｣
などの欄はセンターを知るにはとても便利なページです。どうぞ積極的にご活用ください。

シルバー企画の暑気払いに参加して
８月９日（木）１１：３０〜、牛久シャトーカミヤに於いて暑気払いが行われました。当日は絶好の暑気払
い日で、相良さんの元気イッパイの発声で参加者 21 名が日中の暑さを忘れて宴の始まりとなり、ビール、ワイ
ン、焼酎等と各自単位で盛られたバーベキューセットを焼きながら食べて、呑んで楽しいひと時を過ごしまし
た。
自己紹介、仕事の話、でも一番の話題は趣味の家庭菜園、グランドゴルフ、ウォーキング、ゴルフ、シルバ
ー機関紙掲載の趣味悠々等などであったり、各自の関心ごとに花が咲き、和やかな中、健康で仕事が出来、趣
味を満喫し、最高の人生を日々謳歌し、若い者にはまだまだ負けられないと元気一杯の皆さんでした。又、呑
めないのに参加されたかたが居られたのには頭が下がりました。
シルバーの色々な行事がある中で、今回初めて参加しましたが、開催趣旨である会員同士の親睦、交流の輪
を広げる機会を得られたことは、大きな収穫と感じた次第です。一度や二度ではなかなか名前や顔が一致しま
せんが、これからも機会があればおおいに参加して、交流を深めていきたいと思います。
日中アルコールも入るので、参加に躊躇される女性の方も多いかと思いますが、一名の参加だったのは残念
でした。…でも楽しかったです…。
今回の幹事の中井様、事務局の宮本様、他の皆様、楽しい企画をありがとうございました。

南部

昌弘 （会員ＮO９１９）

ブルーベリー同好会も 3 年目にしてやっと収穫の時期を迎えました。
収穫量はまだまだですが、この成果を最後の形にまで持っていこうと、
８月 21 日（火）の午後からブルーベリー同好会のメンバー６人が社会
福祉センターの調理室に集まりました。とろけそうなブルーベリージャ
ムを作ろうというわけです。男性も女性も調理にふさわしい出で立ちで
颯爽とジャム作り。ブルーベリーの木は全部で 25 本、やっと実をつけたかと思うと鳥に狙われ、暑い７月の
さなかにネットを張り、風に吹き飛ばされ、また張り直し、やっとの思いで収穫にこぎつけました。最後の
仕上げをしっかりとやることで達成感を味わいたい。収穫量は多くはありませんでしたが、ジャムの 200ｇ瓶
で 16 個が立派なジャムとして出来上がりました。試食をしながら舌鼓を打つメンバーの顔には、やり遂げた
満足感が笑顔となって溢れていました。極上のジャムはしっかりと真空パックを施し、少なくも１年間は保
存できるものとして、先に楽しみを残せるようにしました。ブルーベリー約３kg に対し同量の砂糖を施した
上、水を加えず煮詰めていく、煮詰めながら実を潰し、アクを取り、レモン汁を１個分加え、さらに沸騰さ
せとろみを付け、出来上がりの熱いうちに瓶に満々と詰め、蓋をキッチリと締めて逆さに置き自然に冷える
のを待つ。これで出来上がり。市販のどのジャムよりもうまいと感じるのはひいき目でしょうか。これで自
信をつけたメンバーの来年の目標は１０kg の収穫としました。
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会員番号：１４８０

金沢 充男

青色パトロール体験記

昨年４月 1 日に水戸にて講習会を受け、翌２日から青色パトロールの仕事に従事して、早や一年が完了い
たしました。牛久市からの青色パトロールの重責を、最後まで就労することができましたことに感謝の気持ち
でいっぱいです。日没後の就労には相当気を使い、つい弱音を吐いてしまったこともありましたが、お陰さま
で達成感を味わうことが出来、今は感無量です。本当に有難うございました。
青色パトロールの仕事は、日々コンビを変えながら、性格、人格、職歴、考え方など、人生すべてに多様な
15 名のメンバーと働くことができました。シルバー人材での最初の仕事としては、運転技能はおよばず、人
生にも自分にないものをメンバーから得ることが出来、大変に刺激と緊張のある一年でした。
パトロールは重点的に団地内、住宅地を走行するので、超低速運転の連続でした。ある時は、子供の飛び出
しもあり、又ある時は、車の飛び出しもありました。緊張の中、いきおい運転技能は日毎に上達してまいりま
した。一時停止については 100％厳守、道路の左側走行、100ｍ先まで注視、両手のハンドル操作、急発進・
急停止をしないなど、今までの自己流運転から見ると、自分でも見違えるほど技能が格段に上達出来たと思っ
ています。
パトロールのなかで、道路の穴やカーブミラーの角度調整等については、私は積極的に報告を行ったつもり
ですが、件数はまだまだ物足りなかったと思っております。今年の新メンバーの皆さんには、各種報告も積極
的に行って、青色パトロール活動の効果と評価に貢献していってほしいと願っています。
一年間の就労でしたが、私にとって中身の濃い体験と共に、牛久市の公共的仕事に従事できたことは、貴重
かつ充実した一年でした。

土浦花火のすばらしさ
三河 邦和

(会員 NO865)

毎年、十月の第一土曜日に開催されます土
浦花火。それは迫力ある素晴らしい花火大会
です。全国花火競技大会という名称が示すと
おり優秀な花火には、内閣総理大臣賞が授与
されます。この賞は、ここ土浦と秋田県大曲
の両花火大会のみです。その為に、全国の有
力な花火製作業者が、土浦の花火大会の為に
すばらしい作品を出品します。
全国で行われる花火大会は、800 ヵ所と云
われています。正にその代表各が土浦花火で
す。
この写真は、昨年の内閣総理大臣賞を受賞し
た尺玉花火を私が撮ったもので、土浦花火コ
ンテスト入選の賞を頂きました。
写真提供

土浦全国花火競技大会実行委員会
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ギリシャの 次はスペインと ユーロゆれ

夕暮れの シャト―の森に 蝉時雨

順番まち 後を断たずに

夏の夜 天の大河に 願い掛け

身を切らず 国民強いる 税負担

草原の 霞を突いて 馬の群れ

それで通るか そっぽを向くか

山百合の ほのかな香り 淡き恋

小沢さん ポロリぽろりと

ベランダの ゴーヤの影に 身を移す

落ちる人

雨だれ落ちが 消える如くに

― 夏の夢路 ―

アラ安い 値段につられ カゴの中
アチラ産だと 妻に叱られ

川柳

ヘリコプター 飛行機合わせ 無理があり

レバ刺が 禁止となって 食べたいな

トンボ見てみろ シャープなつくり

子犬飼い 若さをもらう ボケ防止

銅では どうでも良いと 言わないが

今政治 ドラマを越える 面白さ

「君が代」聞ける 金が好きなの

やみくもに 勝たないサッカー 金ねらい

― クボハゼ ―

双方が 負け方知らず 失格し
雨ほしい 九州ばかり えこひいき
― クボハゼ ―

事 務 局 からのお知 らせ

この夏の トップ記事は 金銀銅
日の丸が 隅をかじられ 怒ってる

〈

嬉しいお言葉をいただきました 〉
お客様より、「大変暑い中、一生懸命作業してい
ただいて、荒れていたお庭が見違えるようにきれい
になりました。ありがとうございました。家族の誰
もが外作業ができず困っていたので、大変助かりま
した」等のお礼の言葉を多数頂きました。
猛暑の中、下見、見積もりに伺い、心をこめて作
業した結果だと思います。今後も、一件、一件、あ
せらず、丁寧に、そして安全第一での作業をお願い
致します。
どこの就業場所でも、皆さんは、シルバー世代の
元気な人材としてみられています。各現場での、あ
いさつ、笑顔を忘れずに、いきいき頑張って下さい。
暑さを乗り越えたこの時期、一番疲れが出やすい
季節です。油断せず、睡眠・栄養・休養を十分にと
り体調を整えて仕事に臨んでください。体調が良く
ない時は、同じ就業先の仲間に早めに交代をお願い
しましょう。
よろしくお願い致します。

電気代 値上げで寒い 冬が来る
真夏日の 図書館鈴なり 白髪頭
― 太平記 ―
風鈴の 音色を聞いて かき氷
みちのくの 竿灯祭り 秋を呼ぶ
孫の顔 栄養剤だ 爺と婆
国守る ゴールキーパー 誰がする
竹島を 李さん利用 人気取り
韓国の 文化に汚染 日本人
金よりも 感動くれた なでしこよ
片思い 同窓会で 声をかけ
定年で 新婚開始 いい夫婦
長生きは 老人らしさ 捨てること
― 渕旅人 ―
夜更しし ビール飲みつつ 五輪観る

〈 健康診断結果のデーターをご持参ください 〉
一年に１回健康診断の結果の提出をお願いします。
一部コピーを提出ください。
※「健康診断書」ではありませんので、ご注意くだ
さい。

父の日の 子のプレゼント 脳トレだ
夏休み 孫の宿題 虫取りに
― 井田 勝 ―
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