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平成２９年度定時総会開催

関東の梅雨入り宣言から一週間後の６月１４日１０時より，平成２９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。当日は，
梅雨入りにもかかわらず天気にも恵まれ，多数の会員に出席いただき，山
田八郎副理事長の開会宣言で総会がスタートしました。冒頭，塚本將男理
事長より，日頃の会員の皆様の頑張りにより，昨年度も順調に受注拡大さ
せていただいたことに感謝の意が表されました。今年度は当センターが法
人格となってから２０周年の記念の年となり，秋には記念式典も予定され
ており，皆様と共に喜びを分かち合いたい旨が伝えられました。
また，昨年度立ち上げた女性活躍推進委員会を中心に介護・家事援助講
習会を開催し，今年度よりスタートしました龍ケ崎市による介護予防・日
常生活支援総合事業（新総合事業）に参入できる体制が出来たことなど，
これからも女性会員の活躍の場を拡大していきたいとの意気込みが伝えら
れました。
続いて，来賓としてご臨席賜りました茨城県議会議員の荻原勇様より日
頃の会員の皆様のご尽力，ご活躍に敬意を表すると共に，今後とも会員の
皆様の豊富な知識・経験・技能を活かせる環境を整えるよう，議員自らも
考えていきたい旨のご祝辞をいただいたのち，これまでセンターの発展に
寄与された会員歴１０年以上の功労者の表彰に移り，９名の方々に表彰状
と記念品が贈呈されました。これからも一層のご活躍を期待申し上げます。
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◆平成２９年度定時総会が開催
■平成２８年度収支決算など全議案を承認
総会の出席状況は，総会時の会員数４４４名に対し，当日の出席者７８名，委任状２３２名，合計３
１０名との報告があり，総会の成立が確認されました。
議長については山﨑正義理事を選出し，議長挨拶のあと，定款第２１条第２項の定めに基づいて，山
田八郎副理事長及び山﨑正造理事を議事録署名人に選出し，議事に移りました。
最初に，報告１ 平成２９年度事業計画について，報告２ 平成２９年度収支予算について，が事務局
より報告され，続いて，報告３ 平成２８年度事業報告について，が事務局より報告されました。
次に，議案第１号 平成２８年度収支決算（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２８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，龍崎隆理事の退任(3月31日付)に伴い，議案第２号 理事の選任（案)
について，が上程され，満場一致で可決され，新理事として足立裕氏が就任されました。
最後に，加藤晟男理事により閉会が宣言され，平成２９年度定時総会が終了しました。

◆市政講話「龍ケ崎市 道の駅整備について」
龍ケ崎市役所総合政策部道の駅・牛久沼プロジェクト課の飯田主幹から，
道の駅の整備コンセプトや施設概要が説明され，最後に平成３１年の茨城
国体前のオープンを目指し，関係機関等との調整を急いでいる旨の説明が
あり，皆さん熱心に聞かれていました。道の駅が開業した際には，何らか
の形で当センターの受注拡大につながることが期待されます。

◆安全適正就業推進大会の開催

２月２１日に龍ケ崎市文化会館小ホールにて，当センターでは初めて
となる「安全適正就業推進大会」が開催され，１０６名の方が参加され
ました。来賓として公益社団法人茨城県シルバー人材センター連合会か
ら常務理事兼事務局長の稲葉精一様と業務課課長の田山克之様にご臨席
賜りました。
冒頭，塚本理事長より今回の大会開催の趣旨と併せて，昨今，当セン
ターで多発している事故の撲滅への決意が述べられ，続いて事務局から
業務担当の高須主幹が，当センターの「現状と課題」と題
した実情報告をし，県内でも高い事故件数，事故率の紹介 ☆☆☆ 新事務局長紹介 ☆☆☆
と併せて，当シルバーが抱える課題が報告されました。
４月１日より新しく
作業別の報告では，山﨑正義会員から剪定作業での最近
事務局長に就任しまし
の事故事例と作業上の注意事例，ヒヤリハットが報告され， た永井正です。これま
山本弘会員から草刈り作業での最近の事故事例と安全な刈
では市職員として職務
払機作業のポイントが報告されました。一般作業では，門
に精励してまいりまし
倉廣美会員から最近の事故事例の報告と併せて，交通安全
たが，これからはシル
の心掛けが伝えられ，その後に清掃作業，家事援助，駐輪
バー人材センターとい
場管理，屋内作業に関わるヒヤリハットの紹介と併せて，
う新たな環境で心機一
そこに至った作業者の状態が説明され，その多くは「気が
転，皆様と手を携えな
付かなかった，大丈夫だと思
がら高齢者の就業機会
永井 正
った，油断していた」など，
の拡大と地域貢献に寄
少しの注意で事故が防げたと
与できる環境づくりに取り組んでいきたい
の報告がなされました。
と考えております。初めての仕事でもあり，
最後にシルバーリハビリ体
まずは一日も早く会員の皆様との信頼関係
操を全員で行ない，盛況のう
を築いていきたいと考えておりますので，
ちに閉幕となりました。
どうぞよろしくお願いいたします。

＊マナー川柳

あなど

『 侮るな

慣れは怖いぞ
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よく注意』（友定

昭宏 会員）

～おもな活動内容～

◆新総合事業がスタート
◆地区会議開催

平成２９年
１月

龍ケ崎市長への挨拶

第５回理事会
２月

３月

稲敷ＳＣ合同安全パトロール
委員長会議
２０周年記念準備委員会
マインバザールＰＲ
第６回安全委員会
第６回就業委員会
安全適正就業推進大会
第６回総務委員会
第４回女性活躍推進委員会
ワークシェアリング閲覧（２月２３日～３月１日）
佐貫駅前放置自転車撲滅キャンペーン
県シ連：第２回総務部会

第６回理事会

４月

５月

第２回家事援助講習会（交流会）
県シ連：第２回県南ブロック協議会
県シ連：第４回理事会
長寿大学ＰＲ
第１回安全委員会
第１回女性活躍推進委員会
第１回総務委員会
第１回就業委員会
草刈講習会
決算監査

第１回理事会
６月

県シ連：第１回総務部会
剪定講習会
第２回総務委員会
県シ連：第１回理事会
障子・襖講習会
たつのこマルシェＰＲ活動

平成２９年度定時総会
県シ連：定時総会

◆塚本理事長が全シ協より表彰
シルバー人材センター法制化３０周年を記
念し，平成２９年６月２２日の全国シルバー
人材センター事業協会の定時総会において，
当センターの塚本理事長が「長期就任センタ
ー理事長」と
して，永年の
高齢者の就業
に貢献されて
きた功績を讃
えられ，表彰
を受けられま
した。

平成２９年度

４月１日より龍ケ崎市においても介護予防・日常生
活支援総合事業（新総合事業）がスタートしました。
これは介護保険法の改正に伴い，要支援１・２等の
高齢者介護が地方行政に移管され，龍ケ崎市でもヘル
パー１・２級等の資格が無くとも，市が指定する所定
の講習を受ければ生活支援員としてサービスに従事出
来るというもので，当センターも新たな事業として参
入しました。参入に先立ち，女性活躍推進委員会を中
心に「介護スタッフ講習会」や「家事援助講習会」を
開催する
など受け
入れ準備
を進めて
きました。

◆ワークシェアリング
２月２３日～３月１日にかけてワークシェアリング
が実施され，４月以降の仕事が一覧で掲示され，就業
を希望される仕事へのエントリーをしていただきまし
た。今回より就業の意志
確認を行うこととなり，
期間内に全会員の方に事
務所にお越しいただくこ
とになりました。また，
県シ連からの「会員のし
おり」も配布されました。

◆稲敷市シルバー人材センターとの
合同安全パトロール実施
１月２４日に稲敷市シルバ
ー人材センターの内田理事長
ほか安全・就業委員会の委員
の方々が来所され，合同で安
全パトロールを行うと共に，
会員の安全就業に対する委員
会としての取組みの意見交換
会を実施しました。
他のセンターの安全就業に
対する取組み事例が聞けて，
当センターにとっても大変参
考になりました。

各委員会の重点テーマ

☆ 総務委員会
☆ 女性活躍推進委員会
☆ 安全委員会
☆ 就業委員会

：

地域班活動の推進
： 介護保険事業と新総合事業の多面的展開
： 事故ゼロを目指して
： 職種班による積極的な事業展開
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◆設立２０周年記念事業のご案内
（公社）龍ケ崎市シルバー人材センター設立２０周年記念式典の開催決定！
（公社）龍ケ崎市シルバー人材センターは，平成９年４月１日に法人格となり，今年度で設立２０年
の節目を迎えることとなりました。この設立２０周年を記念し，会員の皆さんとこの喜びを分かち合う
ため，記念式典を開催することになりました。皆さんで，心に残るすばらしい大
会にしましょう。また，大会当日は地元を中心に活躍されている鶯春亭梅八さん
が会場に駆けつけてくれ，楽しい落語を演じていただけます。笑いは健康のもと，
大いに笑い，これからも元気に活躍しましょう。

開催日時

：

平成２９年１０月１３日(金)
午前１０時開催（受付開始 ９時３０分）

開催場所

：

龍ケ崎市文化会館

大ホール

鶯春亭梅八さん

初秋の内房総 女性に人気のスポットと海の幸満喫の日帰り旅
会員による自主的組織活動の一環として，RSJC旅行会では会員同士の親睦を深
めていただくことを目的に，秋の気配漂う初秋の内房総で女性に人気のスポット
を巡り，昼食には房総の海の幸満載の「活貝焼きバイキングと海鮮丼」など，秋
の房総を満喫していただく日帰り旅を企画しました。話題のスポット「濃溝の滝
」や花の美術館と称される「三陽メディアミュージアム」な
ど，女性会員にも満足いただける内容となっています。仮申
し込みは７月３１日で締め切っていますが，これから参加を
希望される方は，センター事務所にお問い合わせ下さい。
旅行日：１０月２６日（木）
会費：８,５００円

第２１回と第２２回大会が土浦カントリークラブで開催
RSJCゴルフ大会の第２１回(3月10日)と第２２回(7月6日)
が，土浦カントリー倶楽部で開催され，第２１回は１４名
が参加し，茅根信男さんが優勝，塚本將男理事長が準優勝
されました。また，第２２回は１７名が参加し，川島孝一
郎さんが優勝，桜井一彦さんが準優勝されました。３月の
第２１回大会では，春の陽気につつまれた絶好のゴルフ日
和となり，ゴルフシーズンの幕開けを満喫されていました。

会員の状況
地 区 名
龍
大
長
八
馴
川
北
北
合

ケ 崎
宮
戸
原
柴
原 代
文 間
竜 台
計

単位：人

男 性

女 性

計

47
22
5
45
71
33
10
80
313

20
5
12
16
29
17
8
18
125

67
27
17
61
100
50
18
98
438

平成２９年７月１１日現在

茅根信男さん

川島孝一郎さん

平成２９年度分(４月～翌年３月)の会費(２,０００円)
を受付中です。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。

当センターはエコオフィスの
認定を受けており，今年も夏の
暑さ対策としてよしずを使った
エコ対策を実施しています。ま
た，節電対策としての間引き照
明など，引き続きエコ対策を行
ってまいります。
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