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理事長 塚 本 將 男

平成３０年度の定時総会も無事に終え，新たな役員体制でこれからの２年間，
センターの運営を行ってまいります。定時総会後に開かれた第２回理事会にお
いて，理事長就任の要請を受け，引き続き任に当たらせていただくことになり
ました。また，副理事長には宮本秀男理事が推挙され，快諾いただきました。
設立２０周年も終え，新役員のもと，新たなシルバーの歴史を構築してまいり
ます。
さて，全国的に会員数が減少傾向にある中，全国シルバー人材センター事業

協会が掲げる「第２次会員１００万人達成計画」に基づき，全国のセンターに
おいて会員数の拡大に取り組むこととなりました。当センターはお蔭様で微増
ながらも会員数を拡大しておりますが，中長期計画で掲げた目標の会員数は達成出来ておりません。
引き続き，会員数の拡大に取り組んでまいります。
今年度は第一次中長期計画の最終年度となります。計画達成に向け，最後まで鋭意努力してまいる

所存ですが，それと並行して，より強固な組織とするため，次の第二次中長期計画の策定を準備して
まいります。これからも引き続き，会員の皆様のご協力を宜しくお願いします。

～ 平成３０年度定時総会開催 ～

新役員：(後列左から)宮本副理事長，山﨑(正義)理事，山﨑(正造)理事，足立理事，栗山理事，島田理事，柴橋理事
（前列左から)大塚理事，佐宗理事，鈴木理事，塚本理事長，門倉理事，山田監事，中村監事



◆ 平成３０年度定時総会が開催
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『細心の 気配り 目配り 思いやり』（友定 昭宏 会員）＊マナー川柳

◆ 新役員ならびに各委員の紹介

４月から嘱託職
員となり，主に業
務を担当していま
す。

業務の関係上，
会員の皆様とも接
する機会も多いと
思いますので，こ

草園まゆり

◆新任職員紹介

れからも宜しくお願いします。

６月２８日に(公社)茨城県シルバー人材センター連合会(以下，県シ
連)の定時総会が開催され，県シ連の表彰規程に基づき，顕著な功績や
模範的な業績があった者として，当センターより大氏一郎会員に表彰
状が，友定昭宏会員に感謝状が授与されました。

梅雨の合間の好天に恵まれた６月１４日午前１０時より，平成３０年度定時総会が龍ケ崎市文化会館
小ホールにおいて開催されました。来賓として中山市長，寺田市議会議長，萩原県議会議員のご臨席の
もと，山田副理事長の開会宣言で平成３０年度定時総会がスタートしました。

総会の出席状況は，総会時の会員数４５７名に対し，当日の出席者７６名，委任状２４３名，合計３
１９名との報告があり，総会の成立が確認されたのち，栗山一理事を議長に選出し，議事に移りました。

最初に，「平成３０年度公益社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター事業計画」と「平成３０年度公
益社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター収支予算」が事務局より報告され，続いて，「平成２９年度
公益社団法人龍ケ崎市シルバー人材センター事業報告」が事務局より報告されました。

次に，「議案第１号 平成２９年度公益社団法人龍ケ崎市シルバー
人材センター収支決算（案）について」を上程し，事務局より説明の
のち，大氏一郎監事から平成２９年度決算報告書類は適正である旨の
監査報告があり，審議の結果，満場一致で原案通り可決されました。

続いて，役員の任期満了に伴う「議案第２号 理事及び監事の選任
（案）について」が上程され，理事に関しては８人の重任と４人の新
任，監事に関しては１人の重任と１人の新任が満場一致で可決されま
した。その後に新任の役員が紹介されました。

最後に，友定昭宏理事により閉会が宣言され，平成３０年度定時総
会が終了しました。

写真下：綿抜県シ連会長，塚本理事長との
表彰者記念写真

定時総会の様子

◆(公社)茨城県シルバー人材センター連合会の定時総会において，
大氏一郎会員，友定昭宏会員が表彰

◎ 栗　山　　　　 一 ◎ 門　倉　　廣　美

〇 柴　橋　　の り え 〇 鈴　木　　　　 勤

　　足　立　　　　 裕 　  石　川　 すみ子

　  友　定　　昭　宏  　 石　島　　輝　夫

　　古　川　　勇　一 　  宮　本　　秀　男

◎ 山　﨑　　正　義 ◎ 山　﨑　　正　造

○ 山　口　　　　 仁 〇 大　塚　　節　夫

　　池　田　　美　子 　　熱　海　　貴　子

　　清　原　　久　雄 　　大　野　　勝　行

　　佐　宗　　和　彦 　　島　田　　きみ子
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～おもな活動内容～ ◆地区会議開催◆ 龍ケ崎市長への年始挨拶

◆ 刈払機取扱者講習会を実施

高齢者活躍人材育成事業として，（公社）茨城県
シルバー人材センター連合会主催の刈払機取扱者講
習会が福祉会館において２月１５日に開催され，当
センターから１８名のほか，合計３３名が参加し，
刈払機の取扱い方法や注意点，機器のメンテナンス
方法などを学びました。

◆ 介護スタッフ講習会を実施

高齢者活躍人材育成事業として，（公社）
茨城県シルバー人材センター連合会主催の介
護スタッフ講習会が１月２２日から４日間の
日程で開催され，当センターからは７名の会
員が参加され，座学を受けた後，ベッドメイ
キングや身体介護の方法，車椅子でのサポー
トなど，介護に関わる実技を学ばれました。

尚，当センターからの参加会員には連合会
からの修了書と併せて，龍ケ崎市の介護予
防・日常生活支援総合事業（新総合事業）の
生活支援員の認定も受けられました。

１月１７日に塚本理事長，山田副理事長以下，各
委員会から理事４名のほか計８名で，中山市長に年
始のご挨拶に伺いました。冒頭，塚本理事長より日
頃の行政からのシルバー事業に対する支援に対して
お礼を述べ，中山市長からも市からの各種委託事業
や昨年４月からの介護予防・日常生活支援総合事業
（新総合事業）への参入など，日頃のシルバー会員
の活躍に感謝と労いのお言葉をいただきました。

◆ (公社)結城市シルバー人材センター

(公社)そうま広域シルバー人材センター来所

２月１３日に(公社)結城市シルバー人材センター
から１３名の理事の方が，また，３月１３日には(公
社)そうま広域シルバー人材センター(福島県)から１
３名の理事の方が当センターを視察のために来所さ
れました。会議では，それぞれのセンター運営に関
して，活発な意見交換がなされ，特に介護保険事業
や県内で唯一の事業所となっている介護予防・日常
生活支援総合事業（新総合事業）に関しては，当セ
ンターを先進事例事業所として，事例紹介なども含
め，熱心に学ばれていました。

平成３０年

１月 中山市長への年始挨拶

県シ連主催　介護スタッフ講習

第５回理事会

２月 関東ブロック役職員研修会

結城市シルバー人材センター視察のため来所

県シ連主催　刈払機取扱者講習

第４回総務委員会，第４回女性活躍推進委員会

第４回安全委員会，第４回就業委員会

ワークシェアリング（2月26日～3月2日）

３月 RSJCゴルフ会：第24回コンペ

そうま広域シルバー人材センター視察のため来所

第６回理事会

市との協議会

県シ連　第４回理事会

　＝＝＝＝＝　新　年　度　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

４月 川原代・北文間地区会議，北竜台地区会議

龍ケ崎・大宮地区会議，馴柴地区会議

八原・長戸地区会議

コミュニティセンターへのリーフレット配布

長寿大学入学式会場にてＰＲ活動

第１回総務委員会，第１回女性活躍推進委員会

第１回安全委員会，第１回就業委員会

５月 平成２９年度決算監査

つくばの里工業団地連絡協議会総会会場にてＰＲ活動

たつのこマルシェ会場にてＰＲ活動　

第１回理事会

６月 第２回総務委員会

県シ連　第１回理事会

定時総会・第２回理事会



現在，会員の自主的活動としては，「RSJC旅行会」と「RSJCゴルフ会」があります。これ以外にも
就業以外で会員同士が交流できたり，共に健幸づくりができたりする各種サークル活動を検討したい
と思います。昨年１２月に女性活躍推進委員会が企画運営しました「女性会員交流会」では，折り紙
による「ミニ傘作り」を楽しんだり，その後の「茶話会」ではおじゃべりを楽しんだりと，会員同士
による交流を楽しんでおられました。会員の皆さん
が日頃の趣味や興味のあることを通じて仲間づくり
をしてみませんか？
定時総会の資料の中に「健幸づくりと仲間づくり」

についてのアンケートを封入させていただきました。
提出期限は過ぎていますが，アイデアがありました
ら，是非，ご提案をお願いします。
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◆ 各地で地区会議が開催

会員の状況

第２４回大会でゴルフ会創設メンバーの山田八郎監事が初優勝

RSJCゴルフ会による第２４回大会が，早春の好天に恵まれた３月７日に土浦カントリー倶楽部で開
催され，１２名の会員が参加，ゴルフ会創設
メンバー４名の内の一人である山田八郎監事
が見事に初優勝されました。平成２２年４月
のゴルフ会創設から足掛け７年での快挙とな
りました。おめでとうございました。
RSJCゴルフ会も現在では２４名にまで会員

数が拡大。趣味のゴルフを通じて，充実した
シルバーライフを送られています。 優勝者 山田八郎監事(左)，今回の参加会員(右)

今年４月に各地で地区会議が開催されました。今年度は役員の改選期にあたるため，それぞれの地区
において役員候補者が選出
されました。役員候補者は，
６月の定時総会の承認を経
て理事となり，今後２年間，
当センターの運営を担って
いただくことになります。
その他，各地区の課題や

提案が議論されました。

当センターの設立２０周年記念誌
「いきがい」が出来上がり，前回の
ワークシェアリングの時に配布しま
した。まだ取りに来られていない方
はセンターまでお越しください。

平成３０年度分(４月～翌年３月)の会費(２,０００円)
は会費規程で毎年６月末までに納入することになって
います。未納の方は，早急に納入願います。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。

北竜台地区 八原・長戸地区 龍ケ崎・大宮地区

女性交流会の様子

単位:人

平成30年7月3日現在 

合　計 324 128 452

北竜台 82 21 103

北文間 14 9 23

川原代 33 16 49

馴　柴 75 24 99

八　原 46 18 64

長　戸 6 13 19

大　宮 21 9 30

龍ケ崎 47 18 65

地区名 男性 女性 計


