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小樽市東雲町 9 番 12 号 （旧堺小学校）
電話番号

0134-33-9850

FAX 番号

0134-33-9854

メールアドレス

otaru-sc@cyber.ocn.ne.jp

ＵＲＬ

http://www.otaru-sc.jp/

会員数

受注件数
受注金額
就業率

男
女
計

310
117
427
1, 296
38,952
71.7

人
人
人
件
千円
％

＜永年（２０年）継続会員表彰＞
・山川 初美
会員
・太田 タカ子 会員
・大畠 桂子
会員
・尾身 孝三
会員

（ 359 人）
（ 129 人）
（ 488 人）
（1,332 件）
(37,519 千円）
（70.1 ％）

＜安全標語作者表彰＞
・矢嶋 陽子
会員
左より、矢嶋会員、大畠会員、太田会員、山川会員

わがセンターの安全標語（平成２６、２７年度）

平成 26 年 6 月末現在、件数・金額は 26 年度の累計
（ ）内は 25 年度の統計数字

平成２６年度の定時総会は、５月３０日（金）午
後１時から小樽市公会堂で開催され、１４１名の会
員が出席しました。（委任状提出者１９８名）
総会では、髙木理事長の挨拶に続き、小樽市長(代

全国統一スローガン（平成２６～２８年度）

理 佐藤産業港湾部長）と小樽公共職業安定所長の
布谷様からご祝辞をいただき、引き続き道シ連会長
からの祝文が披露されました。
また、今年度の各表彰が行われ、その後、総会の
議長（第１７班班長 中島会員）を選出し議事に入
り、報告２件、議案３件すべて全会一致で承認され
ました。

定時総会終了後、安全大会を開催しました。
百合野安全及び適正就業推進委員会委員長の挨拶の
後、会員自らの健康管理を促すため『健康診断を受けて
よかった』のＤＶＤ上映を行い、最後に佐々木則子委員
が安全就業宣言を読み上げ、参加者全員で安全就業・事
故防止を再確認し、終了しました。

報告第１号 平成２６年度事業計画について
報告第２号 平成２６年度収支予算について
議案第１号 平成２５年度事業報告について
議案第２号 平成２５年度収支決算報告及び
監査報告について
議案第３号 定款の一部変更について
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作

武田

久夫会員

表 彰 さ れ た 方 々 の 喜 び の 声
第１回 理
山川 初美会員
暑い 水が欲しい、河童が陸に上がって２０年（海上勤務）
皆様のご協力により務める事が出来ました。 有難う御座居ま
した。
シルバー人材センターに入って、主な仕事 除草、剪定、冬
囲い、小学校の用務員７年間土曜日だけ、北の誉の酒作り、米
とぎから酒の出来るまで３年間、１１月から４月まで 雪の花
の梅酒作り２年、池田バンビお盆近くなると甘納豆作り約２年、
車椅子の人を病院まで送り迎え、その他なんでも屋、用務員の
時が一番楽しかった、子供達と仲よくなれたので、一番酷な仕
事は、墓地の除草 とにかく暑い
「北海道新聞の読者の声より」さまざまな職業の職人さんに
ひと言 汗をかいて一生懸命やれば仕事が、下手でも許される
とは思わないで腕を磨いて下さいね “６７歳の主婦より”
私も未だ未だ勉強が足りないようです。会員である以上腕を
磨いていきたいと思います。センターに入っていろいろの方と
付き合う事が出来たのが私の一番の宝です。

「安全標語」募集に応募して！
矢嶋

陽子会員

私の作品が選ばれたと聞き、26、27 年度と使われるそうです。
そして５月 30 日総会の場で表彰されました。この年齢になって
沢山の会員様の前で表彰状を受け、…二度とないであろうこの
ような場…
私の人生の一ページになりました。なんて喜ばしいことでしょ
う。えらんで下さったことに感謝致します。
「いつもの作業とつい油断 初心の気持ちを忘れずに！」
この言葉が皆様を危険から守るためのお役にたつならどんなに
良いでしょう。
私も会員の一人として、この標語を大切に思い、お客様に喜
ばれるように楽しく仕事をし、元気に日々を過ごせますよう願
っています。
ありがとうございました。

太田

タカ子会員

早いもので私が人材センターに入会して２０年たち
ました。こうしてお客様よりお仕事をいただいて今日ま
で来ましたのは皆様の温かいご理解であったと感謝し
ております。
過ぎ去ってしまうと長いようでもあり、また短くも感
じる年月でした。時には、失敗やら間違いもありました
が笑いで『いいよ、いいよ』と言って下され、どれほど
助けていただいたことでした。これからも十分に気を付
けて無理をしないでユックリ ユックリ 人生の終の
方に足を運んで行けたらと思っています。（ハハハハ）
ますます暑さも厳しくなってきます。
皆々様の御健勝のほどお祈り致します。

就業拡大・会員拡大に向け会員ボランティアにより
パンフレットを配布
センターでは、会員の皆さんの協力を得てシルバー事
業の普及啓発に努めておりますが、６月１３日（金）小
樽駅前周辺でパンフレット１，０００部の配布を行いま
した。
生憎の雨の中、ご協力いただいた１２名の会員の皆様
には、厚くお礼申し上げます。
次回は、１０月１５日（水）を予定しておりますので、
多くの会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

事

会

平成 26 年 4 月 25 日開催

≪報告事項≫
・３月末運営状況について
≪協議事項≫
・平成２６年度 定時総会の開催について
・平成２５年度 事業報告(案)について
・平成２５年度 収支決算報告(案)及び監査報告
について
・平成２６年度 永年継続会員表彰について
・定款の一部改正について
・安全標語について
平成 26 年 5 月 13 日開催
・委嘱状交付（任期 平成 28 年 3 月 31 日）
・平成２６年度 通常総会並びに安全大会・議案
書の配布について
・事務局だよりについて
・平成２６年度 講習会及び行事予定について
・パンフレットの配布の協力について
・「安全就業を心掛け、目指せ事故０！」につい
て
・平成２５年度末の事業運営状況報告について
・平成２５年度 傷害・賠償事故について

第１回 班長会議

●

会 員 募 集 中

●

皆さんのご近所で退職された方はいません
か。センターに入会を勧めてください。入会説
明会は、毎月第三水曜日午前 9 時３０分から開
催しています。
詳細は、センター事務局（☎33-9850）へお問
い合せ下さい。
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初心者を対象とした刈払い機講習会を５月１６、１７
日の２日間及び１９日～２１日の３日間にわたり延べ
１０１人が参加して行われました。
屋内講習では、講師の佐々木会員から、刈払い機の特
性や安全な取り扱い方など危険防止について、屋外講習
では、安全な作業を行うための実技などについて熱心に
学びました。

１１月１７日（月）から１１月２２日(土)まで
『第２５回 シルバーフェスタ』を開催します。
期間中は、皆さんから出品していただく作品展と
最終日は市民へのＰＲ活動として、センター研修室
等で包丁砥ぎなどを開催します。
なお、当日は、２階の高等看護学院の『樽看祭』も同
時開催していますので是非ご来場ください。
シルバー作品展

ボランティア参加会員の皆さん
６月１７日（火）は、女性会員１人を含む３２
名の参加があり、その中の１６名の会員が草刈り
機械を持参してきていただき、センターの機械と
あわせて２４台で作業を行いました。
会員の皆さんの協力のおかげで、博物館の広い
敷地内を短時間で草刈りが出来あがり、施設内が
とても綺麗になり、施設の方に大変喜ばれました。
参加していただいた会員

シルバーフェスタ

１１月１７日(月）～
２１日(金）
午前９時～午後５時

１１月２２日(土）
午前１０時～午後２時

センター研修室

センターエントランス
皆さんからの手工芸等の
出品をお待ちしています。
(受付は、１１月１４日(金)
まで）
また、フェスタ及び作品

の皆さんには、午後から
雨の中での作業となりま
したが、厚くお礼申し上
げます。

展の期間中は、多くの会員
の見学をお待ちしています。

お客様のこえ
人材センター ・・・バンザイ

除草を行う会員の皆さん

幸４丁目

佐藤

トシ子様

人材センターを知ったのは、五、六年前でしょうか。
家のまわりや、草等が大変で困っていました。そんな
時、ある友人から人材センターなるものを知りました。
それから、五、六年たちますが感謝感謝で今では、な
くてはならない存在になっています。それに、三年位前
からでしょうか、矢嶋さんという女性の方が、来てくれ

其の仕事ぶり、言葉の使い方が良く、全く、私の気に
入った人になりました。
これからも生きているかぎり来て頂きたくよろしくお
願いたします。
私も、九十才をこえ、人のなさけや言葉のやりとりが
一番うれしいのです。
“人材センター”ますます良き人を

ました。

あつめ、小樽の老人のため、よろしくお願い致します。
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会 員 の 広 場

事
m

務
m

傘の歴史では雨傘からはじまり、現在では御婦人の
日傘にも利用されている。当地では梅雨の季節があり
ませんが、本州では、その間傘を手放せません。１８
世紀のイギリスでは、雨の日に傘をさすのは“器が小
さい”と云われ、また、アメリカ映画の“雨に唄えば”
の中では“ハット”に“レインコート”で雨の中で踊
っているシーンがありました。
日本では“江戸時代”に“江戸しぐさ”という風習
があって、その一つとして、雨の日に、お互いの傘を
外側にむけ、すれ違うその気配りが“江戸っ子”を雨
の日もさわやかな気分にしてくれたそうです。ゆった
りとして粋な時代だったのですね。
眞嶋 健二会員

「おはよう！」ウォーン。ウォーン。五頭のシェパ
ード犬に挨拶をします。まだ明けきらない空を見なが
ら、家を出ていた頃と比べると、何と清々しい空かし
ら。と思いながら、私の一日が始まります。
病院内での掃除は汗だくです。最近はクーラーの風
が心地良く、体を軽くしてくれるように感じます。歩
数計には表れない運動量ですよね。
シルバーの会員になって四年になりました。先生
や、看護師さん達とのふれ合いの中で、知らない事を
学んだり、新しい発見があったりすると、とても嬉し
いです。
これも会員になったからだと、感謝しています。体
が続く限り、仕事と、カラオケと、読書と、サザエさ
んの着替え作り等、色々と欲張って、やっていきたい
です。
サア、今日も帰って一休みして、読みかけの本を開
きましょう。だって、一年間に１５０冊も本を読むの
ですから。
藤川 敬子会員

講 習 会 等 予 定
行事名

日時

場所

剪定・冬囲い講習会

8/21.22
午前９時

センター
内

剪定講習会

9/10.11
午前９時

小樽公園
内

除草・清掃ボランテ 9/12
ィア
午前９時

センター
周辺

高齢者・障がい者介 9/25
助講習会
午前９時

センター
内

冬囲い講習会

小樽公園
内

10/9.10
午前９時

シルバー事業普及啓 10/15
発パンフ配布
午前１０時

小樽駅前
周辺

毛筆筆耕講習会

10/16.17.20.21
11/13.14.17.18
午後１時

センター
内

健康講話会

10/29
午後 1 時 30 分

いなきたｺ
ﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

シルバーフェスタ・ 11/17～22
作品展
午前９時

局
m

だ

よ
m

り

m

・・年会費を納めましたか？・・
年会費 ２，０００円 をまだ納めていない方
は、早急に納めてください。
（振り込み料は、会員の負担となります。）

配分金の支払日
７月分
８月分
９月分
１０月分
１１月分
１２月分

なお、振込口座の変更等がある場合は、必ず事
務局へ連絡してください。

センター
内

講習会への参加を希望される方は、事前に事務局へ
お申込み願います。

刈った草等（燃やすゴミ）の出し方について、市役
所から指導がありました。
・指定ごみ袋（黄色）に入れてください。
・指定ごみ袋以外の袋にゴミ処理券を貼ることはだめ
です。

年を取ると外に出るのがおっくうになります。先日
ある人が「家に居ると老けてしまうので、ボーリング
や卓球等に積極的に参加、人との出会いを大切にし、
心身共に楽しく過ごすのが老け防止」と言っていまし
た。大変身に染みる話しでした。
今年の夏は暑かったり涼しかったりと、体調を崩し
やすい天候不順な日が続いています。
屋外の作業、屋内の作業される会員の皆さん、ご苦
労様です。充分身体に気をつけて、この夏を乗り切っ
て下さい。
武田編集委員

この会報は、地域班の班長さんの協力で、会員の皆さんに配布されています
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８月１５日（金）
９月１６日（火）
１０月１５日（水）
１１月１７日（月）
１２月１５日（月）
１月１９日（月）

