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新型コロナ感染症対策を講じて開催しました             右上：来賓 萩原県議、坂本県議 

                            右下：役員 

＜ごあいさつ＞              理事長 塚 本 將 男 

  今年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、書面 

による議決権の行使をお願いし、少人数での開催となりました。  

  さて、令和２年度の事業計画の実施状況は、計画したＰＲ活動等の多くが新型コロナ感 

染症拡大防止のため、多くが中止あるいは縮小しての開催となりました。 

会員数は、ＰＲ活動が思うようにできない状況と、新型コロナウイルス感染症に対する 

不安などから、令和２年度は、１６名の減少となりました。 

 今年度についても新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、会員増に向けた取組み 

を行ってまいりますが、女性会員の確保、特に女性会員の就業の場の確保に努めてまいります。 

 また、会員が就業する際は、安全の確保が最も重要な課題であります。 

 今年度は、事故０に向けた取り組みと新型コロナウイルス感染症並びに熱中症に関する情報の発信につ

いての取組みの強化に努めてまいります。  

  次に、受注実績は、約１億６千百万円となり、前年度と比較しますと約７７８万円下回っており、伸び

率ではマイナス４．６％という状況となっております。 

 高齢者の就業機会の確保等のため活動している法人として、健全な財政運営を図るため、更なる財政基

盤の強化を図っていきたいと考えています。 

 会員の皆様には、今後とも健康には十分留意され、共にシルバー事業を発展させるためのご協力を重ね

てお願いし、私からの挨拶といたします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、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３０分より、『令和３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。 

 来賓として萩原勇県議・坂本隆司県議のごあいさつと中山一生龍ケ崎市長からのメッセ  

ージ紹介の後、門倉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、塚本理事長より受賞者２３名を代表して影山・永井会員へ功労者表彰として表彰状  
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◆ 令和３年度 定時総会を開催しました 

公益社団法人 龍ケ崎市シルバー人材センター 



2 

 

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４５５名 

に対し、当日の出席者２３名、委任状９８名、書面による議決権行使２０９名、合計 

３３０名で、総会の成立が確認されたのち、清原久雄理事を議長に選出し、議事に移り 

 りました。 
  最初に「令和３年度事業計画」と「令和３年度収支予算」が報告され、続いて「令和 

２年度補正予算」と「令和２年度事業報告」が報告されました。 
 次に「議案第１号令和２年度収支決算（案）について」を上程し、

宮本秀男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 定款の一部改正（案）について」を上程し、

採決の結果、原案のとおり可決されました。 
 最後に、栗山一理事により閉会が宣言され、令和３年度定時総会が

終了しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入について 

  令和５年（２０２３年）１０月１日から、インボイス制度が導入されます。現在会員の

皆様の配分金等には、消費税が含まれています。本来は、消費税の納税義務がありますが、

１０００万円以下の事業者（会員の皆様は「個人事業者」とみなされます）は免税事業者

となり、配分金に含まれている消費税は、納税の義務はありませんでした。 

  しかし、令和５年年１０月１日にインボイス制度が導入されると、消費税の取り扱いが

変わります。 

  現在センターの消費税額は、配分金が仕入れ税額控除の対象になるため、センターの消費税は７６万円 

程度ですが、制度が導入されると、配分金が消費税の仕入れ税額控除の対象とはならない為、センターの

納税額は、約１０００万円程度になると見込まれます。現在センターでは、この財源はありません。この

財源をどうするのか、全国のセンターで重大な問題となっています。 

 現在、全シ協において対策を検討しているとともに、政府や国会議員連盟に対して制度の緩和措置の要

望等が行われている状況ですが、今後については不透明な状況です。 

 会員の皆様には状況の変化がありましたら随時お知らせします。 

 

 

大野勝行さん 剪定  

 私は、平成２３年９月に会員になりまして間もなく１０年になります。 

当初は他の単発のお仕事を数回経験したのち、現在の剪定を専門で就業し

ています。他のシルバーの仕事もそうですが、お客様に喜ばれる仕事をす

るのが生きがいであり、それを糧として日々頑張っています。幸いにも、剪

定のパートナーにも恵まれ、事故も無くこれまで過ごしてきました。仕事

の依頼も年々増加しているのは大変ありがたいことですが、受注が多く、すぐにこなせずにお客様を待たせ

てしまうのが難点であります。私も、他の剪定会員同様、年齢的に若くはないので剪定の後継者、希望者を

増やしていただいて、今後はゆとりのある剪定を心掛けていきたいと思います。 

 

 
 

◆ 茨城県シルバー人材センター連合会「安全就業推進大会」において『優良賞』を受賞しました 

７月２日に開催された令

和３年度（公社）茨城県シル

バー人材センター連合会

「安全就業推進大会」で、安

全就業の取組みに対し『優

良賞』を受賞しました。 

表彰式の後、栗山

一安全就業委員長に

よる、当センターの

安全就業に対する取

り組みについて事例

発表を行いました。 

◆ 配分金には消費税が含まれていることを知っていましたか？ 

 

 

 

◆ 会員のお仕事あれこれ 
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 横山武さん 森林公園(施設管理業務) 

私は、平成２５年４月に入会しました。私は元大工なので、簡単な大工作

業を希望していましたが、シルバーでは大工仕事が少なく、他の清掃作業等

を経験したのち、現在の森林公園の仕事をしています。森林公園では、受付

や公園内の BBQ施設の清掃、草刈、共同作業での園内の池・園路清掃等仕事

は多岐に渡りやりがいを感じています。森林公園は市内はもとより近隣の

他県の方も含め、老若男女問わず人気がある施設です。 

そのため、テーブルやベンチなどの施設が破損した場合、修理・補修の依頼が私にくるのはありがたい限

りです。今後も体力が続く限り、頑張りたいと思う今日この頃です。 

 

 

「手芸サークル」メンバー募集中!! 

３月から月１回（第２月曜日）のペースで活動を始めました。現在メンバーは７名です。活動内容は、 

エコバック、巾着袋、エプロンなどの製作、かぎ針編みでアクリルたわし、パッ

チワークの小物などメンバーさんのお得意の物でそれぞれ取り組んでいます。場

所は、シルバー人材センターのリニューアルした会議室で午前１０時～１２時の

２時間、楽しくおしゃべりしながら和気あいあい活動しています。 

  今後は、趣味と実益を兼ねて、材料代（布、糸、毛糸など）が自己負担にならな

いように活動していく

予定です。次回は、９月１３日（月）です。興味

を持たれた方は、見学にいらして下さい。そして、 

ご一緒に活動して頂けたらうれしいです。よろし

くお願い致します。 （門倉廣美） 

 

 

 

 

 

 

 

３月２６日、龍ケ岡公園におい

て行われたウォーキング会に 8 名

が参加しました。当日は、お天気に

恵まれ桜も八分咲きでウォーキン

グ日和でした。ウォーキング会会

員を随時、募集しています。    

◆ 手芸サークルを始めました（毎月第２月曜日午前１０時～） 

◆ 専門委員会から 

＜総務委員会＞ 

第１回 ４月２６日開催 

今年度の重点目標として、「地

域班活動の推進」と「会員の拡大」

を掲げ活動していくこととしま

した。 

 それに伴い、令和３年度の事業

計画について協議しました。 

第２回 ７月２１日開催 

会員拡大のため１０月の普及

啓発月間活動及びアンケート調

査について協議しました。 

  

＜女性活躍委員会＞ 
第１回 ４月２７日開催 
今年度の重点目標として「女性

会員の入会促進」と「女性会員の
職場拡充」を掲げ活動していくこ
ととしました。 
それに伴い、令和３年度の事業

計画について協議しました。 
第２回 ７月１日開催 
女性会員の意識を調査するた

め、アンケート調査及び女性限定
入会説明会について協議しまし
た。また、新たに、同日付で、西
沢松美会員が、女性活躍委員に
委嘱されました。 

＜安全就業委員会＞ 

第１回 ４月２６日開催 

今年度の重点目標として「事故０

に向けた取り組み」と「安全・適正

就業の周知徹底」を掲げ活動してい

くこととしました。 

それに伴い、令和３年度の事業計

画について協議しました。 

第２回 ７月２６日開催 

適正な配分金の調査検討及び安

全就業基準の改正・周知について、

さらにﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞの開催について

協議しました。 

 

  

 

◆ ＲＳＪＣウォーキング会 
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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。また、草枝処理作業員も不足しています。 

 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

ご安心ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽春の３月１０日、

第３３回ゴルフ大会が

土浦カントリー倶楽部

で開催され、１８名の

方が参加。濱口剛三会

員が優勝されました。 

梅雨の晴れ間の７月６

日、第３４回ゴルフ大会

が土浦カントリー倶楽部

で開催され、１９名の方

が参加。増尾清会員が優

勝されました。 

◆ 『剪定』『草刈り』『草取り』『障子・襖張替え作業』の就業会員を募集！ 

 

 

 

 

 

  

会員の状況 

単位：人 

地区名 男 性 女 性 計 

龍ケ崎  ５０ ２３  ７３ 

大 宮  ２４   ８  ３２ 

長 戸  １２   ８  ２０ 

八 原  ５０  ２１  ７１ 

馴 柴  ６５  ２４  ８９ 

川原代  ２５  １７  ４２ 

北文間  １４   ７  ２１ 

北竜台  ８５  ２１ １０６ 

合 計 ３２５ １２９ ４５４  

令和３年７月３１日現在 

 

    
剪 定         障子張替え         草 刈          草枝処理 

＜事務局からのお願い＞ 

令和３年度(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。 

３月より龍ヶ

崎市シルバー人

材センターで嘱

託職員としてお

世話になる事に

なりました。よろ

しくお願いしま

す。 

５月より龍ケ

崎市役所から派

遣でお仕事をさ

せていただいて

おります。よろし

くお願いいたし

ます。 

◆新規職員を紹介します 

【大庭 清 】 
次長 

【木村幸司 】 

緑のカーテン 

７月に事務所前に植えた朝顔

が咲きました。 

 

◆ ＲＳＪＣゴルフ会 


