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理事長 塚 本 將 男
令和２年度定時総会は新型コロナウィルス感染防止対策を講じた形で無事に終

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。副理事長には門倉廣美理事を選
任，初めての女性副理事長として就任されました。
さて，会員数は県内多くのシルバー人材センターが減少している中，昨年度と

比較して５５名の増加となりました。当シルバー人材センターは，今年度全国シルバー人材セン
ター事業協会の表彰を受けました。この会員数の増加も根拠の一つとなっているところです。
次に，各事業の全てにおいて前年度を上回ることが出来ました。
会員の皆様には，今後とも健康に十分留意され，共にシルバー事業を発展させるため，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。

新役員：（後列左から）清宮理事，友定理事，石島理事，山﨑理事，栗山理事，大野理事，清原理事，中川理事
（前列左から）柴橋理事，宮本監事，塚本理事長，門倉副理事長，熱海理事

龍ケ崎市長 中 山 一 生
令和２年度シルバー人材センター定時総会の開催を心からお喜び申し上げます。

新型コロナウィルスという大きな問題の中で，それぞれの地域において大きな力
を発揮してご貢献いただいている会員の皆様には心から敬意を表するとともに，
市民の皆様に大変大きな力を頂いていることに市民を代表して感謝申し上げます。
これから第２波，第３波が懸念されているわけですが，第２波が来てもこれま

でやってきたことを冷静にしっかりと見直した中で，それを徹底していくことが
大切になってくると思いますので，新型コロナウィルスが終息するまでは，皆さ
んの意識を徹底していただき引き続きのご協力をお願いします。

◇◆◇ 令和２年度 定時総会開催 ◇◆◇
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◆ 全国シルバー人材センター事業協会及び茨城県シルバー人材センター連合会表彰

◆ 新役員ならびに各委員会委員の紹介 ◆ 県シ連副会長に塚本理事長就任

◆ 令和２年度 定時総会が開催

新型コロナウィルス感染症の拡大防止から，書面による議決権行使をお願いし，少人数で６月１７日
午前１０時より，『令和２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。
来賓として中山龍ケ崎市長のご臨席のもと，宮本副理事長の開会宣言で定時総会がスタートしました。

議事の審議に先立ち，代表して門倉廣美会員への功労者表彰， (公社)茨城県シルバー人材センター連合
会長表彰として山田八郎会員に塚本理事長から代理で表彰状が授与されました。
その後，議事の審議に当たり，当日の出席状況が報告され，総会時の会員数４７９名に対し，当日の

出席者３０名，委任状７１名，書面による議決権行使２２９名，合計３３０名で，総会の成立が確認さ
れたのち，山﨑正造理事を議長に選出し，議事に移りました。
最初に「令和２年度事業計画」と「令和２年度収支予算」が報告され，続いて「令和元年度補正予

算」と「令和元年度事業報告」が報告されました。
次に「議案第１号令和元年度収支決算（案）について」を上程し，

山田八郎監事から監査報告があり，採決の結果，原案のとおり可決さ
れました。
続いて「議案第２号 理事及び監事の選任（案）について」を上程

し，理事に関しては５人の重任と７人の新任，監事については１人の
重任と１人の新任が可決されました。
最後に，島田きみ子理事により閉会が宣言され，令和２年度定時総

会が終了しました。

令和２年度（公社）
全国シルバー人材セン
ター事業協会定時総会
において，活動が活発
であり，他のセンター
の模範となる事業が評
価され，会長表彰され
ました。

令和２年度（公社）
茨城県シルバー人材セ
ンター連合会定時総会
において，山田八郎前
監事が長年の役員功績
が評価され，会長表彰
されました。

令和２年度（公社）茨城県シルバー
人材センター連合会定時総会において
理事に再任され，終了後に開催された
理事会において，塚本理事長が県シ連
副会長に選出されました。

塚本副会長，綿抜会長，加倉井副会長，稲葉常務理事

総務委員会 安全就業委員会

理 事 長 　塚　本　將　男　 ◎友　定　昭　宏 ◎栗　山　　　一

副理事長 　門　倉　廣　美 〇熱　海　貴　子 〇清　原　久　雄

理 事 　大　野　勝　行 　清　宮　恒　之 　大　野　勝　行

理 事 　熱　海　貴　子 　石　川　すみ子 　中　川　昌　彦

理 事 　栗　山　　　一 　篠　﨑　　　勤 　山　﨑　正　義

理 事 　清　原　久　雄 　鈴　木　　　勤

理 事 　友　定　昭　宏 女性活躍委員会 　池　田　美　子

理 事 　中　川　昌　彦 ◎石　島　輝　夫 　鈴　木　智　子

理 事 　山　﨑　正　造 〇柴　橋　のりえ

理 事 　柴　橋　のりえ 　門　倉　廣　美 ◎･･･委員長

理 事 　石　島　輝　夫 　山　﨑　正　造 〇･･･副委員長

理 事 　清　宮　恒　之 　小　野　美代子

監 事 　宮　本　秀　男

監 事 　中　村　一　郎

役　　員

※黄色は新役員
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令和元年度第２回ワークシェアリングが，１月３０日～２月５日まで開
催されました。今回のワークシェアリングでは，４月～９月までの就業に
対して行われました。就業を希望される方は，必ず参加していただくこと
になっており，現在就業中で継続の意思確認も含めて，参加いただくこと
になっています。
現在，当センターの就業率は，令和元年度で８１．２％となっており，

茨城県内のシルバー人材センター平均の７３.１％を上回り，県内でも上
位にありますが，これからも就業希望の方には，全員の方に仕事をしてい
ただくことを目指しています。当センターでは，ワークシェアリングとは
別に，就業を希望される方への就業相談を随時行っていますので，就業を
希望され，未就業の方は，お気軽にセンターにお越しください。
次回のワークシェアリングは，令和２年８月２７日～９月３日の開催と

なります。令和２年１０月～令和３年３月の就業を希望される方は必ず参
加して下さい。（会報と一緒に同封されている通知案内を参照下さい）

◆ 令和元年度第２回ワークシェアリングを実施

◆ ＪＲ佐貫駅（現龍ケ崎市駅）通りのゴミ拾いボランティアを実施

◆ 会員のお仕事あれこれ

『剪定』『草刈り』『草取り』『障子・襖張替え作業』の就業会員を募集！

毎年，多くのご注文をいただく『剪定，草刈り，草取り，障子・襖張替え作業』ですが，その注文に
対して就業会員が不足しています。
就業を希望される方は事務局までご連絡下さい。経験が無くても，先輩会員が丁寧に指導してくれま

すのでご安心ください。

昨年１２月２４日，シルバー人材センターの会員２０名が，
ＪＲ佐貫駅東口から中心市街地に向けた龍宮通りを約３キロの
歩道の美化活動を行いました。
歩道上や車道の端，植込みの中などにあった空き缶やペット

ボトル，紙くずなどを拾い集めました。
クリスマスイブに実施した今回のゴミ拾いボランティア活動

は初めての試みで，佐貫駅東口に飾られたイルミネーションが
一層綺麗に輝いて見えたことと思います。
今年も継続して実施していきたいと考えています。

毎日テニスかバトミントンで過ごしていましたが，少しは社会に
役に立ちたいと思い会員になりました。入会時，刈払い機安全講習
の参加要請がありました。恥ずかしい話ですが刈払い機の名称を草
刈り機と覚えていたので何の講習か受けるまで分かりませんでした。
突然に草刈り補助応援の依頼があり，それから草刈りの作業を手伝
うようになりました。全くの初心者から始まりました。草刈りも仕
上がりをきれいにしないと申し訳ないと思い，出来るだけ丁寧に行
うことを心掛けていますが，まだまだ技量は先輩に及びません。
訪れた個人宅の多くは年老いた方が多く，自身では庭の手入れを

（草刈り作業中の松本会員） 出来ない方増えているようです。ので私も社会の役にたっているよ
うです。安全，無事故でこの夏も乗り越えたいと思っています。 （会員 松本 敬一）
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会員の状況

令和２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。
令和２年４月分配分金から，配

分金明細書を発行していますので，
事務所にて受領して下さい。

◆ 地域班だより

◆ 第４回 女性交流会

◆ ＲＳＪＣゴルフ会

陽春の３月１２日，
第３０回記念ゴルフ大
会が土浦カントリー倶
楽部で開催され，１９
名の方が参加，菅谷守
会員が初優勝をされま
した。おめでとうござ
いました。

単位:人

地区名 男性 女性 計

龍ケ崎 52 23 75 

大 宮 25 10 35 

長 戸 11 11 22 

八 原 51 22 73 

馴 柴 70 20 90 

川原代 30 20 50 

北文間 13 8 21 

北竜台 86 28 114 

合 計 338 142 480 

令和２年７月６日現在

平成２９年度よりモデル５地域で開始した地域班ですが，昨年度で市
内全域１６班を設置しました。地域班活動は，班長を中心にそれぞれの
地域のコミュニティーセンター等で開催され，地域班会議や交流会を開
催し，会員の増強や就業拡大，地域ボランティア等についての理解を深
め，協力をいただきながら行っています。
日常の就業以外で地域内の会員同士が交流を図り，親睦を深めること

ができる唯一の機会となっています。
今後，各地域で交流会等が開催される際はお気軽にご参加ください。

（ 総務委員会 ）２月開催の八原地域班懇親会

◆新事務局長紹介

４月１日に事務局長
に就任しました宮川崇
です。
これまで市職員とし

て職務に従事してまい
りましたが，今後はシ
ルバー人材センターと
いう新しい環境で，会
員の皆様が安心して働

ける環境整備と就業機会の拡大につい
て微力ではありますが努めてまいりた
いと考えておりますのでよろしくお願
いします。

宮川 崇

７月８日，第３１回
ゴルフ大会が土浦カン
トリー倶楽部で開催さ
れ，２０名の方が参加，
大野勝行会員が優勝を
されました。おめでと
うございました。

令和２年２月，女性活躍推進委員会主催の『古典音読会』は，古今の
名作徒然草の名文をえんぴつでなぞり書きすることからスタートし，
「枕草子」「平家物語」敦盛最後へと講師の門倉先生のご指導の下にテ
ンポ良く進められました。
日常では触れることの少ない難しい文章でもリズムある音読は，身体

に染みるとても心地良いもので，文学少女気分を味わいながら夢のよう
なひとときでした。
さらに声をだすことは，脳や心のエネルギーになるとのお話もあり，

参加された他の会員の皆様方も十分にリフレッシュされたご様子でした。
また次回も楽しみです。ありがとうございました。（会員 小野美代子） 第４回女性交流の様子


