
(1)

理事長 塚 本 將 男

６月の平成２８年度定時総会を経て、引き続き理事長に就任

することになりました。気持ちを新たに、当シルバー人材セン

ターの更なる発展に向け、一層努力してまいります。

国による「国民一人ひとりが輝ける、一億総活躍社会を実現

しよう」という号令のもと、高齢者や女性も一人ひとりが自分

の力を発揮し、生きがいの持てる社会を実現するという取組み

が成される中、その一翼としてシルバー人材センターへの期待も益々増大しており

ます。当シルバー人材センターも公益社団法人として、時代に適確に対応し、将来

を見据えた事業展開を図っていくため、今後達成すべき目標を定めた中長期計画に

基づき、会員の増強、就業の拡大、安全・適正就業、組織の強化、財政基盤の確立

など、計画的に事業を展開し、更なる飛躍を目指してまいります。その一環として、

新たな事業として４月からスタートしました龍ケ崎市からの指定管理者としての佐

貫駅東駐輪場管理事業や専門委員会の見直しによる「女性活躍推進委員会」の新設

など、これからもセンターの活性化に積極的に取り組んでまいりますので、皆様の

ご協力を宜しくお願いします。

編集・発行

公益社団法人

龍ケ崎市シルバー人材センター

総務委員会

〒301-0004

龍ケ崎市馴馬町3202番地

TEL 0297（64）3641

FAX 0297（63）0011

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ

http://www.rsjc.sakura.ne.jp/

会 報 り ゅ う ～

会 報 り ゅ う ～

第 １４ 号

2016.8

≪≪平成２８年度定時総会開催≫≫

編集・発行

公益社団法人

龍ケ崎市シルバー人材センター

総務委員会

〒301-0004

龍ケ崎市馴馬町3202番地

TEL 0297（64）3641

FAX 0297（63）0011

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ

http://www.rsjc.sakura.ne.jp/

会 報 り ゅ う ～

会 報 り ゅ う ～

第 １４ 号

2016.8

理事長 塚 本 將 男

６月の平成２８年度定時総会を経て、引き続き理事長に就任

することになりました。気持ちを新たに、当シルバー人材セン

ターの更なる発展に向け、一層努力してまいります。

国による「国民一人ひとりが輝ける、一億総活躍社会を実現

しよう」という号令のもと、高齢者や女性も一人ひとりが自分

の力を発揮し、生きがいの持てる社会を実現するという取組み

が成される中、その一翼としてシルバー人材センターへの期待も益々増大しており

ます。当シルバー人材センターも公益社団法人として、時代に適確に対応し、将来

を見据えた事業展開を図っていくため、今後達成すべき目標を定めた中長期計画に

基づき、会員の増強、就業の拡大、安全・適正就業、組織の強化、財政基盤の確立

など、計画的に事業を展開し、更なる飛躍を目指してまいります。その一環として、

新たな事業として４月からスタートしました龍ケ崎市からの指定管理者としての佐

貫駅東駐輪場管理事業や専門委員会の見直しによる「女性活躍推進委員会」の新設

など、これからもセンターの活性化に積極的に取り組んでまいりますので、皆様の

ご協力を宜しくお願いします。
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■平成２７年度決算など全議案を承認
６月２１日、平成２８年度定時総会が龍ケ崎市文化会館にお

いて開催され、大氏副理事長が高らかに開会を宣言。続いて主

催者を代表して塚本理事長が挨拶をされたのち、功労者表彰に

移り、長年にわたって当センターの発展に寄与された会員の方

１４名、役員の方２名に表彰状の授与と記念品の贈呈が行われ

ました。

また、龍ケ崎市定例市議会の最終日にもかかわらず来賓とし

てご臨席賜りました中山市長、寺田市議会議長のご祝辞ののち

、古川理事を議長に選任し、議事に移りました。

議事では、最初に「平成２８年度事業計画について」、「平

成２８年度収支予算について」、「平成２７年度補正予算につ

いて」、「平成２７年度収支決算（案）について」の４件の報

告案件が報告されたました。次に議案として「平成２７年度収支決算(案)」ならびに「理事

及び監事の選任(案)」の審議がなされ、両案ともに満場一致で採択されました。最後に友定

理事が閉会を宣言し、解散となりました。

◆健康講話「認知症と介護予防について」
龍ケ崎市高齢福祉課包括支援センターの細谷主幹と植山副主幹による健康講話が行われ、

「認知症と介護予防について」というテーマで、事例を交えながら認知症への正しい認識や

予防のための１０カ条、認知症になりにくい生活習慣などが説明され、皆さん熱心に聞かれ

ていました。また、途中の寸劇

では、認知症の奥様を持つご夫

婦が演じら

れ、迫真の

演技に大い

に会場が盛

り上がりま

した。

◆平成２８年度決算など全議案を承認◆平成２８年度定時総会が開催

◆新任職員紹介

マナー川柳 ☛ あいさつは 明るい笑顔で 元気よく

４月から嘱託職員

となりました。業務

担当として、皆様と

接する機会も多いと

思いますので、宜し

くお願いします。

長員委･･･◎　　　　

長員委副･･･○　　　　

※黄色は、新役員
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◆地区会議開催◆新役員ならびに各委員会委員の紹介

◎ 宮　本　秀　男

○ 栗　山　　　 一

　　龍　崎　　　 隆

　　石　川　すみ子

　　古　川　勇　一

◎ 加　藤　晟　男

〇 藤　本　重　一

　　川　島　孝一郎

　　島　田　きみ子

　　大　野　勝　行

◎ 柴　橋　の り え

〇 友　定　昭　宏

　　池　田　美　子

　　石　島　輝　夫

　　門　倉　廣　美

◎ 山　﨑　正　造

○ 山　﨑　正　義

　　山　田　八　郎

　　山　口　　　仁

　　大　塚　節　夫

　　塚　本　　將　男

　　山　田　　八　郎

　　池　田　　美　子

　　加　藤　　晟　男

　　川　島　　孝 一 郎

　　友　定　　昭　宏

　　宮　本　　秀　男

　　山　﨑　　正　義

　　山　﨑　　正　造

　　龍　崎　　　　 隆

　　栗　山　　　　 一

　　柴　橋　　の り  え

　　島　田　　き み 子

　　大　氏　　一　郎

　　中　村　　一　郎

■平成２７年度決算など全議案を承認
６月２１日、平成２８年度定時総会が龍ケ崎市文化会館にお

いて開催され、大氏副理事長が高らかに開会を宣言。主催者を

代表して塚本理事長が挨拶をされたのち、功労者表彰に移り、

長年にわたって当センターの発展に寄与された会員の方１４名、

役員の方２名に表彰状の授与と記念品の贈呈が行われました。

続いて、龍ケ崎市定例市議会の最終日にもかかわらず来賓と

してご臨席賜りました中山市長、寺田市議会議長のご祝辞のの

ち、古川理事を議長に選任し、議事に移りました。

議事では、最初に「平成２８年度事業計画について」、「平

成２８年度収支予算について」、「平成２７年度補正予算につ

いて」、「平成２７年度事業報告について」の４件の報告案件

が報告されたました。次に議案として「平成２７年度収支決算

(案)について」ならびに「理事及び監事の選任(案)について」の審議がなされ、両案ともに

満場一致で採択されました。最後に友定理事が閉会を宣言し、解散となりました。

◆健康講話「認知症と介護予防について」
龍ケ崎市高齢福祉課包括支援センターの細谷主幹と植山副主幹による健康講話が行われ、

「認知症と介護予防について」というテーマで、事例を交えながら認知症への正しい認識や

予防のための１０カ条、認知症になりにくい生活習慣などが説明され、皆さん熱心に聞かれ

ていました。また、途中の寸劇

では、認知症の奥様を持つご夫

婦が演じら

れ、迫真の

演技に大い

に会場が盛

り上がりま

した。

山口 美奈子
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◆地区会議開催～おもな活動内容～

龍ケ崎市の指定管

理者制度に基づく受

託事業として、佐貫

駅東駐輪場の管理運

営を受託し、今年４

月より運営を開始し

ました。

【ミニ知識】派遣事業とは？

☛ 会員が茨城県シルバー人材センター連合会と雇用関係を結び、派遣先の事業所等で指揮・命令を

受けて働くという、現在の受託（請負・委任契約）方式とは異なる仕組みの働き方が出来る事業です。

◆地区会議開催◆合同委員会開催

７月１日に合同委員

会が開催され、各委員

会の委員への委嘱式が

行われました。

引き続き、各委員会

が開催され、委員長、

副委員長の選任後、役

割確認が成されました。

単位:人

平成28年7月5日現在 

会員の状況

長　戸 6 14 20

計

龍ケ崎 55 26 81

大　宮 24 4 28

合　計 333 126 459

八　原 54 16 70

馴　柴 68 28 96

川原代 34 15 49

北文間 12 6 18

北竜台 80 17 97

地区名 男性 女性

◆地区会議開催◆指定管理事業～佐貫駅東駐輪場

（写真は、馴柴地区の会議の様子）

各地区会議

が４月に開催

され、今年度

は理事の任期

更新に当たる

ため、新理事

候補者の選出

を含め、活発

な議論がなさ

れました。

会員の皆さんにとっ

ては、慣れない仕事で、

ご苦労をお掛けしまし

たが、順調なスタート

を切るこ

とが出来

ました。

◆地区会議開催◆合同委員会開催

平成２８年

１月 第５回総務委員会

専門委員長会議

２月 ＳＰフォークリフト技能講習

介護補助技能講習

県シ連事業推進計画策定委員会

調理補助技能講習

訪問介護員スキルアップ研修

第５回安全委員会

関東ブロックＳＣ連絡協議会役員研修会

第５回就業委員会

第５回広報委員会

(公社)牛久市シルバー人材センター視察

第５回理事会
ワークシェアリング

３月 第１８回ＲＳＪＣゴルフ会

県シ連：第４回理事会

第６回理事会
４月 佐貫駅東駐輪場運営開始

各地区会議

第１回総務委員会

龍ケ崎市公益法人連絡協議会

第１回広報委員会

第１回安全・就業合同委員会

第１回龍ケ崎市ＳＣ協議会

５月 障子・襖講習会

第１回理事会
６月 草刈講習会

第２回総務委員会

定時総会

第２回理事会
全シ協：定時総会

県シ連：定時総会

県シ連：第１回理事会

７月 合同委員会

第１９回ＲＳＪＣゴルフ会

安全・適正就業推進大会

県シ連：第２回理事会

第４回総務委員会

第２回女性活躍推進委員会
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会員の就業

機会の拡大の

ため、襖・障

子講習会が５

月１８日に、

草刈り講習会

が６月１４日

に開催されま

した。

当センターで行われた襖・障子講習会に

は４名の会員が参加され、森林公園で行わ

れた草刈り講習会には５名の会員が参加、

それぞれ作業

実習を通じて、

作業上の注意

点やコツなど

を熱心に学ば

れていました。

◆介護・調理補助◆高齢者活躍人材育成事業

◆牛久シルバー人材センター視察 ◆地区会議開催◆技能講習会の開催

高齢者活躍人材育成

事業として、今年２月

に介護補助技能講習会

と調理補助技能講習会

が行われ、介護補助は

１７名、調理補助は１

２名の会員が参加され、

皆さん熱心に受講され

ていました。

平成２８年度分の会費(２,０００円)

が未納の方は、早急に納入願い

ます。平成２９年３月３１日ま

でに納入されない場合は、定款

の定めに基づき、会員の資格喪

失となり退会となりますので、

ご注意下さい。

まがおしうきあ

奥州の名湯 秋保温泉と松島・塩竈の旅

毎年好評をいただいている親睦旅行。今回は

秋色深まる宮城路で、名湯、ご利益、絶景を巡

る旅を企画しました。７月１５日の一次締切は

終わっていますが、今からのお申込みも受け付

けております。是非、この機会にご参加下さい。

お申込みは事

務局まで。

◆牛久市シルバー人材センター視察

第１８回RSJCゴルフ大会が、３月９日に土浦カ

ントリー倶楽部で開催され、１４名が参加、山縣

正さんが優勝、大野勝行さんが準優勝されました。

また、第１９回RSJCゴルフ大会が、７月５日に同

じ土浦カントリー倶楽部で開催され、１５名が参

加、茅根信男さんが優勝、久慈公吉さんが準優勝

されました。おめでとうございました。

平成２８年２月

２２日に、総務委

員会の５名の委員

で牛久市シルバー

人材センターを視察。

　先方からは中井

副理事長のほか５

名の理事と事務局

長の計７名で出迎

えていただきました。事前に送っておいた質問

項目対して、長時間にわたって丁寧な説明があ

り、当センターにとっても、大いに参考になり

ました。

会員の就業

機会の拡大の

ため、襖・障

子講習会が５

月１８日に、

草刈り講習会

が６月１４日

に開催されま

した。

当センターで行われた襖・障子講習会に

は４名の会員が参加され、森林公園で行わ

れた草刈り講習会には５名の会員が参加、

それぞれ作業

実習を通じて、

作業上の注意

点やコツなど

を熱心に学ば

れていました。

平成２８年度分の会費(２,０００円)

が未納の方は、早急に納入願い

ます。平成２９年３月３１日ま

でに納入されない場合は、定款

の定めに基づき、会員の資格喪

失となり退会となりますので、

ご注意下さい。

毎年好評をいただいている親睦旅行。今回は

秋色深まる宮城路で、名湯、ご利益、絶景を巡

る旅を企画しました。７月１５日の一次締切は

終わっていますが、今からのお申込みも受け付

けております。是非、この機会にご参加下さい。

お申込みは事

務局まで。

第18回 優勝 山縣正さん 第19回 優勝 茅根信男さん
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