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＜ごあいさつ＞                       理事長 塚 本 將 男 

 明けましておめでとうございます。 

 昨年もコロナ禍のなか、会員の皆さんと十分なコミュニュケーションが取れず、 

会議やイベント等が中止や規模縮小での開催となる等、会員の皆さんには大変な 

ご苦労をお掛けしましたが、皆さんの多大なる協力により、新しい年を迎える事 

が出来ました。 

 ワクチン接種が進み、いったん落ち着きを見せた新型コロナウイルス感染症で 

すが、新たな変異株が発生し、今年になって感染者が再び増加しております。今 

後も感染症対策を徹底し事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。 

 さて、令和３年度の事業実績ですが、全体的に、令和２年度よりは持ち直しており、回復傾向に

ありますが、コロナ以前の状態には戻っていない状況となっております。前年度比では約１０５％

程度、元年度比では約９６％程度になると推察しているところです。 

 また、令和４年度は、令和３年８月に実施しました会員アンケートの結果も踏まえ、コロナの状

況にもよりますが、会員の皆様との交流の場の確保や就業機会の拡充に努めたいと考えておりま

す。そして、令和４年度は役員改選の年でもあります。皆様のご理解とご協力を頂き、円滑に新役

員が選出されますよう宜しくお願いします。 

 最後になりますが、今年こそ会員の皆様が素晴らしい１年となりますことを祈念して、新年のあ

いさつとさせていただきます。 

                   

 
新年、明けましておめでとうございます。 

 健やかに新たな年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。 

 龍ケ崎市シルバー人材センターの会員の皆さま方におかれましては、平素よ

り、市政運営に格段のご理解とご協力を賜るとともに、長い人生の中で身につ

けられた技能と経験を活かし、活力ある地域づくりに向けて日々意欲的に取り

組んでいただいておりますことに、深く敬意を表します。 

 また、昨年も新型コロナウイルス感染症の影響により、大変ご苦労の多かっ

た一年であったと思いますが、皆さま方の創意工夫により困難を乗り越え、活

動を継続いただきましたことに、重ねて感謝を申し上げる次第です。 

 さて、我が国が長寿社会を迎える中、「人生 100 年時代」を元気でいきいきと過ごしていただけ

る地域社会づくりが求められています。 

 そのような中にあって、シルバー人材センターの活動は、生きがいの創出、人との交流や社会と

の繋がりなど、活力ある長寿社会の実現に大きく寄与するものであり、より一層のご活躍を期待し

ているところです。 

私も、市長に就任し間もない時期ではありますが、微力ながらも、市勢発展のため邁進してまい

りますので、引き続き、ご支援とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、龍ケ崎市シルバー人材センターの更なるご発展と会員の皆様のご健勝・ご多幸を心から

祈念申しあげ、新年のごあいさつとさせていただきます。 
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≪シルバー会員アンケート≫結果をお知らせします （抜粋） 

 シルバー会員４５５名（８月末現在）にアンケート調査を行った結果、２６２名の方から回答を 

いただきました。(回収率 57.6％） 主な質問の回答をお知らせします。 

ご協力ありがとうございました。 
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その他
ボランティアが出来た

地域とのつながりが出来た
その他社会貢献が出来た

生きがいが出来た
健康になった

いろいろと学べる
人との交流が増えた
友人・仲間が出来た

自宅近くで仕事ができる
働くのが楽しい
収入が得られる
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Q2 入会して良かったこと（実数、複数回答可）
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話し合いの場が少ない
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希望する仕事が少ない

Q3 入会して不満なこと（実数、複数回答可）
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Q4 今後、やりたい仕事は？(実数、複数回答可）

Q2 入会して良かったこと 

「収入が得られる」・「働くの

が楽しい」・「友人・仲間が出

来た」で５０％弱を占めまし

た。会員の皆さんが生きがい

を持って働いていることがう

かがえます。 

Q3 入会して不満なこと 

「希望する仕事が少ない」 

「収入が少ない」で４３％を

占めました。仕事の質や経済

的な問題に不満を持っている

ことがわかりました。 

Ｑ4今後、やりたい仕事は 

男女ともに「施設管理」でし

た。また、男性会員は、「剪定」・

「除草」、女性会員は、「家事

援助」・「カート回収」でした。 

 

＜まとめ＞ 

 今回のアンケートで、会員

の皆さんは、生きがいをもっ

て仕事をしている方が多いこ

とがわかりました。反面、仕

事の内容や経済的な部分に不

満を持っていることもわかり

ました。今後、各委員会等で

意見をうかがう等、今後の運

営に活かしていきたいと思い

ます。 

 その他、お使いの通信手段

は、スマートフォンをお持ち

の会員が５０％強を占めまし

た。 
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  安全就業スローガン最優秀作品「いつまでも 働く喜び 無事故から」（全国統一スローガン R2～R4） 

 

 

 

 

 

安全就業基準を改正しました

　令和３年４月より剪定作業時の高さ制限を４ｍ以内と安全就業基準を改正しました。今までお客様か
らの４ｍ以上の作業依頼が多く、危険を伴う作業の為、周知期間を設けてお客様に説明し、改正の運び
となりました。高さ制限の設定により、安心安全な就業形態が構築されました。

県内で就業中の死亡事故が発生しています

　令和３年度に就業中の死亡事故が以下のとおり２件発生しました。県シ連より各センターへ安全就業
の強化を要請されました。会員の皆さんにおかれましても安全就業に心掛けて作業を行ってください。
　
発生日 性別 年齢

3.7.12 男性 73 洗車作業中に熱中症にて転倒し頭を強打した

3.11.19 男性 85 伐採作業中に倒木が本人に直撃した

※就業中の事故は傷害事故・損害事故及び事故の大小に係わらず発生した時点で必ずシ
ルバー事務局に連絡願います。連絡を怠ると各種保険等の適用が受けられなくなる恐れ

　  があります。

事故内容

１０月１３日、塚本理事長、門倉副理事長、友 

定理事、事務局職員を合わせて４名で龍ケ崎市役 

所を訪れ、市長、市議会議長（写真左）に対して、 

「人生百年時代におけるシルバー人材センターの 

決意と支援の要望書」を手渡しました。後日県議 

会議員（写真右）に対しても要望書を手渡しました。 

安全就業委員会より 

目的：地域における会員同士の交流を活発に行うことにより、地域内での連携強化，地域ニーズの把

握、情報共有を図るとともに、会員による地域貢献に結び付けることを目的としています。 

当センターでは、現在１６の地域班が組織されており、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ていただく場と位置付けています。 

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 

すが、現在は、新型コロナウイルス感染防止から活 

動は自粛しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 班 活 動 

交流会（各地域班で企画） 

普及啓発活動 

 ・新規会員の入会促進 

 ・活動の PR 

 ・受注促進 

地域ボランティア活動 

 

 

 

 

地域班の

主な役割 

行政への支援要望活動 

  

№ 地区 地域班

久保台・中
根台

平台・馴馬

長山

小柴

松葉

八原Ａ

八原Ｂ

7 川原代 川原代

8 北文間 北文間

6 八原

5 北竜台

№ 地区 地域班

龍ケ崎Ａ

龍ケ崎Ｂ

2 大宮 大宮

若柴・川
崎・南中島

佐貫町・小
通幸谷・庄
兵衛新田

佐貫

4 長戸 長戸

1 龍ケ崎

3 馴柴
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❁❁パンジーで市の玄関口を彩り鮮やかに❁❁ 

  

 
  ●ゴルフ会            ●ウォーキング会      ●手芸サークル 

     
   11 月 8日土浦 CC(第 35回)14名が  11月 19日北竜台公園周辺   毎月第 2月曜日に活動中です 

参加。茅根会員が優勝されました。  11名が参加されました。    会員７名で活動しています。 

 

 

 

 

会員の状況 

単位：人 

地区名 男 性 女 性 計 

龍ケ崎  ５０  ２２   ７２ 

大 宮  ２３   ９   ３２ 

長 戸  １３   ８   ２１ 

八 原  ４９  ２１   ７０ 

馴 柴  ６６  ２６   ９２ 

川原代  ２４  １６   ４０ 

北文間  １４   ７   ２１ 

北竜台   ８９  ２４ １１３ 

合 計 ３２８ １３３ ４６１ 

令和３年１2 月末日現在 

 

＜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。 

会員の皆様の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。 

 １０月２６日、シルバー人材センターの会員・職員な

ど３２名が、ＪＲ龍ケ崎市駅東口駅前広場で毎年恒例の

花植えボランティア活動を行いました。高齢者が働くこ

とを通して、健康で生きがいのある生活を送ると共に地

域貢献を目指すことを目的としている全国のシルバー人

材センターでは、毎年１０月を「普及啓発促進月間」と位

置づけ、さまざまな活動を行っています。 

女性会員交流会を開催します 

題：『古典に親しもう！』音読で心と脳をリフレッュ！ 

日時：令和４年２月８日（火）１０時～１３時 

場所：龍ケ崎コミュニティセンター 

 参加希望の方は、お電話ください。 

 

   

女性限定入会セミナー開催 

ＪＲ龍ケ崎市駅東口駅前美化活動  

 

サークル活動 

１２月１４日、龍ケ崎コミュニティセンターにおいて女性限定入会

セミナーが開催されました。第２部では、フラワーエッセンス心理セ

ラピストの講師をお招きして「アロマ＆ハーブ」講座が行われました。

会場内にハーブの香りが漂い癒された時間を過ごしました。 

 


