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明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、ご健勝にて新
春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。 
 当センターの事業は、皆様の
日々の活動に支えられているも
のであり、新年を迎えるに当たり

深く感謝いたしますとともに、事業運営へのご理解、
ご協力に厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年を振り返ってみますと、広島市にとって、
節目となる大きな出来事があった一年でした。 
まず、5月のオバマ米国大統領の広島訪問です。

この訪問を通じて、核兵器のもたらす悲惨さと核兵
器のない世界の平和の大切さを全世界に訴えること
になりました。そして、広島東洋カープの 25年ぶりの
リーグ優勝です。カープの活躍により、「広島市民」
が「広島の街」が、真っ赤に盛り上がり、広島の熱い
熱い思いを日本中に示すこととなりました。 
一方、シルバー事業に関しましては、昨年 9 月、

国から「※シルバー人材センターの適正就業ガイド

ライン」が示されました。これからのシルバー事業の
発展を考えるとき、ガイドラインに基づいた適正な業
務運営の実施が重要であり、会員の皆様のご理解
ご協力が必要不可欠です。 

 
また、会員の減少傾向が続く中、昨年 9 月に、

広島市の広報誌「市民と市政」の表紙の特集記
事で当センターの会員を取り上げていただくなど、
様々な媒体や機会を活用しＰＲに努めております
が、一番身近な「口コミ」を活用した「会員による 
１人１会員入会運動」による会員の拡大にも着実
に取り組んでいく必要があります。 
今年の干支は「酉」です。「酉」という字は「酒」
に関する字に用いられ、収穫した作物から酒を抽

出する意味や、果実が成熟し収穫できる状態に
あることを表しているとも言われています。 
当センターは、今年で設立 36 年目を迎えます。

果実が成熟するように、会員、役員の皆様と事務
局が一丸となって、適正就業や会員の拡大など
の諸課題や新たな事業展開などに取り組み、当
センターがますます円熟した仕事のできる、明るく
信頼される団体になるよう努力をしていく所存で
すので、今後とも皆様のご尽力を賜りますようお願
い申し上げます。 
最後に、本年が皆様にとって明るく、活力と希

望に満ちた幸多い年となりますとともに、カープの
さらなる躍進を心から祈念いたしまして、新年のご
あいさつとさせていただきます。 
※ 別添の「適正就業ガイドライン」をご覧ください。 

新年のごあいさつ 

第 106号 
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会員数(平成 28年 11月 30日現在) 
男 2,396人 
女 1,409人 
計 3,805人 
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亀崎中学校内 除草・剪定 
（北支部） 

15 日（土）は、これ以上ない秋晴れの下、北支

部の会員 40 人と滝澤理事長ほか北支部職員が

亀崎中学校に集合し、理事長と松脇校長のあいさ

つの後、構内の除草・剪定作業を行いました。 

参加した会員の皆さんは、「シルバーの日」の

意義を理解され、貴重な休みの日にもかかわら

ず、大変熱心に作業に取り組まれ、改めてシルバ

ー会員の誠意とやる気が感じられ、とても頼もしく

また誇らしい気持ちになりました。 

最後に、松脇校長より「大変きれいにしていただ

き、ありがとうござ

います。近々学

校行事でお客様

が大勢来られる

ので、見て頂くの

が楽しみです。」

とお礼の言葉を

いただきました。 

 
 
 
 

 
 

ＪＲ五日市駅周辺清掃・ビラ配り 
（佐伯出張所） 

15 日（土）さわやかな秋晴れの中、五日市駅

周辺の清掃と会員募集のビラ配りを行いました。 

24 名の会員の参加があり、五日市駅南口広

場に10時に集合しました。保田事務局長及び高

口理事のあいさつの後、シルバーの幟を掲げて、

参加者は五日市駅の南口と北口に分かれ、ゴミ袋

を持って駅前広場のゴミ拾いを開始しました。 

ゴミ拾いが終了した後、それぞれシルバーの

会員募集のビラ入りポケットティッシュ（1,000 個）

を、通行人にシルバーのＰＲをしながら配布しま

した。 

皆さんが熱心に 

配っていただいた 

おかげで、市民の 

方にＰＲでき、有 

意義な啓発活動 

ができました。 

基町河岸（清掃）・そごう広島店前（ビラ配り） 
（本部） 

15 日（土）シルバー人材センター本部に会員 

48 人と職員の総勢 58 人が集り、広島城の近辺や

中央公園周辺、そして本川河岸沿いのごみを拾

い集めながら「そごう」前まで約１時間、清掃活動

を行い皆さん心地の良い汗を流しました。 

また、滝澤理事長も「そごう」近辺でシルバー人

材センターのＰＲ用ポッケットテッシュを配り、ＰＲ活

動を率先して行われました。 

現在、シルバー人材センターは会員数の減少

が課題となっており、会員一人ひとりが会員の勧 

誘に努めていくこ

とが大切だと感じ

ております。 

本部への参加

者は昨年より増

えたことは、何は

ともあれ喜ばしい

ことです。 

 
基町河岸の清掃活動風景 

矢野中学校の剪定・除草作業 
(安芸出張所) 

秋晴れに恵まれた 15 日（土）シルバーの日、今

年は安芸区の矢野中学校の植木や花壇の除草に

会員 15 名が参加し気持ちの良い汗を流しました。 

本部から三谷事務局次長が参加され作業前

に参加した会員を労い、会員勧誘について協力

の要請がありました。準備体操の後、各所に別れ

作業を開始しました。 

例年、30 名以上の会員がシルバーの日に参加

しボランティアの奉仕活動を行っていましたが、 

奉仕活動に参加する会員が減少している状況は、非 

常に寂しさを感じ

ます。 

今後、中野地区

やその他の地域

も一通り奉仕活

動でシルバーの

宣伝に役立てた

いと思います。 

「１０月１５日（土）のシルバーの日」 １０月 第３土曜日 
地域貢献に、日頃の感謝に“汗”流す 

【基町河岸の清掃活動風景】 【作業開始前の風景】 

【校庭の除草作業風景】 【ビラ配り風景】 
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平成 28年９月 29日(木)14時～16時 地域世話人会議が広島国際会議場で開催され、地域世話人 71名が 

出席されました。滝澤理事長からシルバー人材センターを取り巻く環境と現状について説明があり、引き続き事 

務局より、以下の事柄についての説明がありました。 

１ 平成 28年度事業概要について 

２ 地域世話人の役割について 

３ 会員動向調査について 

４ 「シルバーの日」ボランティアについて 

５ 「適正就業のガイドライン」について 

６ 区別分散会 

今年度の区別分散会は、「会員による１人１会員入会」や「会員による１人１仕事開拓」の具体的な取り

組みについて、区別に協議し、その内容について発表しました。また各人がシルバー人材センターのＰＲ

のため、配付用のチラシをたくさん持ち帰っていただきました。 

“各地区の世話人よる会員の皆様の「動向調査」を行いますのでご協力をお願いします”  

 

 

 
 

開催日 平成 28年 11 月 29日(火)～30日(水) 

会  場   メルパルク岡山 

出席者 滝澤理事長・中野理事・横山理事・三谷次長 

講  演 

１ シルバー人材センター事業の今後の取り組みの方向性 

厚生労働省 高齢者雇用対策課 

課長補佐 安蒜 孝至 氏 

２ シルバー人材センターの現状と課題 

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会 

専務理事 村木 太郎 氏 

３ シルバー人材センターの適正な事業運営について 

ＮＲＩ社会情報システム㈱ 

マーケティング担当課長 兼永 敏博 氏 

 

 
 

（10 月 1 日付） 

＜新任者の紹介＞ 

業務第一係 

事務推進員 加鳥 雅美 

 

 

 

 

 

 

 

                             【平成 28 年度 高年齢者活躍人材育成事業】 

   この講習会は、広島県シルバー人材センター連合会が厚生労働省

の委託を受けて実施し、併せて就職

面接会を行い、高齢者の雇用を支援

するものです。 

今回は、広島市中央公民館で延べ 

５日間の講習が行われました。 

写真は最終日（10月 27日）の様子

です。ちなみにレシピは「ひし形の広

島菜ご飯」でした。 
 

人 事 異 動 

平 成 2 8 年 度  地 域 世 話 人 会 議  

中国ブロックシルバー人材センター連合協議会 

平成 28年度 役職員研修会に参加しました 
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会員のボランティア意識を醸成し、農園近隣住民とともに「地域に密着したセンター」として、

平成２４年度から「シルバー農園育成事業」として始めました。ふれあい農園では、中野小

学校の児童（２年生）の教育学習の一環として、児童はサツマイモの植付けから収穫までを行っ

ています。シルバーの会員は児童をサポートする形で事業を行っています。 

今年度新しく就任された滝澤理事長・保田事務局長も参加されて一緒に立派に育ったサツ

マイモ掘をされ、お手伝いいただいた方々や児童に笑顔で感謝の意を表されておられました。 

 

滝澤理事長、保田事務局長は、初めてのことで会員さんとの交流の場として 
11月 19日の大会を楽しみにしておられた事と思います。 
皆様、元気で一緒にプレーができますように、また頑張りましょう!! 

「地域社会に貢献したい」「生きがいの充実を図りたい」「少しでも収入を得たい」 

◇ 皆さんの経験、特技等を活かして働いて楽しい仲間づくりをしましょう。 
 

 

 お問い合わせは 電話 082（223）1156 まで 
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申告書や申請書等には 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバ－制度）の導入に伴い、 

 

カープ優勝パレードが行われた日の前日、

東区役所構内の剪定作業が、シルバー会員に

より行われるとのことで訪問しました。 

 東区役所は、広い駐車場と庁舎の敷 

地周辺を多くの樹木で取り囲まれ 

ています。 

当日は、８名の方が作業に従事 

され寒さが増した早朝、平ノ内 

リーダーの指示の後、各々が分 

かれて必要な樹木の剪定が始まりま 

したが、持ち前の素晴らしい技を発揮され、

瞬く間に切り揃えられ、美しい姿に変わって

いく様子はお見事でした。 

 剪定はシルバーに入会して始めた人が多

く植木スクール等で研修を受けた後、経験を 

積んで技量を磨いている方が多いとのこと。 

リーダー平ノ内さんにお聞きしました。 

作業に当たっては安全を第一にチームワーク

を重視するよう心がけております。 

嬉しいことは、一生懸命頑張って、お客様 

に喜んで頂き、褒めてもらうことです。 

  皆さんの趣味について、平ノ内さんは燻製

作りに凝っているとのことです。 

内山さんは、そば打ちが趣味で、

三好さんと平ノ内さんは山登

り仲間で、日ごろから体力作り

に努めているとのことでした。 

それにしても、皆さん活き活き

ハツラツと趣味に仕事に元気に人 

生を楽しんでいらっしゃいます。 

 

剪 定 作 業 

 

税務署からのお知らせ 

 

頑張っています 

この仕事で 
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「ヒヤリ・ハット体験記」と「安全標語」の募集 

 

応募資格 広島市シルバー人材センターの会員 

募集期間 平成 29年 1月 5日(木)～平成 29年 2月 10日(金) 

応募方法 専用の応募用紙又は市販の原稿用紙などに、 

     住所・氏名・電話番号・会員番号を明記し、郵便、ファクス等で 

     応募してください。 

 （「ヒヤリ・ハット体験記」はひとり１点、「安全標語」はひとり３点以内） 

 

応募上の注意 

・ 自身で創作した未発表作品に限ります。応募作品は、 

返却しません。 

・ 「ヒヤリ・ハット体験記」は、300字以上 500字以内で、 

タイトルをつけてください。「安全標語」は、20字以内 

とします。 

・ 選考は、安全・適正就業部会で行うものとし、最優秀 

作品については、広報誌で作品を紹介させていただくほか、 

総会で表彰させていただきます。 

・ 安全標語作品は、毎月の安全目標などにも利用させていただくことがあります。 

事故の発生状況について    
（各年度 11 月末現在） 

 今年度 前年度 差 

賠償事故 26 件 13 件 13 件 

傷害事故 16 件 19 件 △3 件 

計 42 件 32 件 10 件 

 今年度は前年度の同じ時期に比べて賠償事故が増加しています。 

事故は、例年多い除草作業中の刈払機によるものだけでなく、様々な仕事の中で起きて

います。普段から慣れた就業であっても、緊張感や集中力を持続させ、落ち着いて行動す

ることが何よりも大切です。 

また、近年は就業の行き帰りの交通事故も少なくありません。車両だけでなく、徒歩の

場合にも油断せず、お互いに十分に気をつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念品進呈 

・賠償事故では、剪定作業の 

増加が目立っています。 

・工具などの使用では、細心 

の注意を払いましょう！ 
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 体の機能低下を自覚しましょう 
年齢を重ねるうちに、ちょっとしたことで骨折したり、老眼や 

 難聴などの機能低下がみられるようになります。「私は元気だか 

 ら大丈夫」と過信するのではなく、加齢によって体のさまざまな 

機能が低下していくことをきちんと自覚し、対処していくことが 

重要です。頑張ることも大切ですが、無理をしないこともまた、 

大切なことです。   ～「シルバー世代の健康管理」から抜粋～ 
 

交通安全講習会 参加者募集 
    後援 広島市道路管理課安全対策係 

  

 

 

 

 

 

 時間はいずれも 14:00～15:30 

 定員はいずれも 30名 

 

昨年度も多くの方々に参加していただいた講習会です 

 が、今回は新しい装置が体験できます。その名も「わたり 

ジョーズ君」。 

   歩行環境シミュレータとして、車道の横断に必要な歩行 

能力と判断能力をチェックできます。全国各地で好評を得 

ており、めったに体験できないこの装置をこの機会に是非、 

体験してみませんか。もちろん、昨年度と同様、飲酒運転 

疑似体験などもあり、会員以外の参加も受け付けています。 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

実 施 日 場 所 

平成 29年 1 月 18日（水） 佐伯出張所 

平成 29年 1 月 24日（火） 安佐北区役所 

平成 29年 1 月 26日（木） 船越公民館 

平成 29年 1 月 27日（金） シルバー本部 

安全 進呈 

昨年度の講習会 

イメージ写真 

受講料無料 

体験!!  歩行環境シミュレータ 

「わたりジョーズ君」 お申込先 電話 082 (223) 1156 本部 企画担当 担当：枝松 

１月１３日(金)締切 
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 事前説明会 

日 時：平成２９年 2 月１０日（金） 10時～12 時 

場 所：本部４階 研修室 

対 象：当センター会員 （受講生は後日面談により決定） 

 植木スクール受講要件等 

① 募集人員：２０名程度 

② 実施時期：５月中旬～７月中旬・９月中旬～１０月上旬の間、延べ５０日間 

③ 受講場所：講義 本部４階研修室、実技 公共施設等 

④ 受 講 料：無料（交通費・昼食代の支給なし） 

⑤ 受講終了後は必ず当センターの剪定業務に就くこと。 

⑥ 剪定道具(８尺の三脚等)を運搬できる車両を所有しているか、または所有できること。 

⑦ 実習道具を準備できること。（新規購入の場合、３万円程度が必要） 

⑧ 延べ５０日間の講習を休まずに出席できること。 

※ なお、剪定業務に従事を希望される会員の方は必須となっています。 

◆ お問合せ先 電話 ０８２（２２３）１１５６  本部 業務第二係 担当：小川 

 

 福祉家事援助の仕事（家事援助、介護、ベビーシッター等）を希望 

されている会員さんを対象に右記のとおり研修会を行います。 

まだ受けていない方は、必ず一度受講して下さい。 

※この研修を受講されないと福祉家事援助の仕事の紹介は出来ません。 

※５年以上前に受講された方はルールが変わっていますので、できる 

だけ、もう一度受講してください。 

※以前から就業中の方で、まだ受講していない方は必ず一度受講して 

ください。 

 ◆お問合せ先 電話 ０８２（２２３）１１５６ 

        本部 業務第一係 担当：井澤・加鳥 

場 所 シルバー人材センター 

    本部４階研修室 

時 間 ９時３０分～１２時 

開催日 下記のとおり 

内 容 ①就業にあたっての説明 

    ②個別面談 

持参品 筆記用具・会員証 

 

      開催日（参加申し込みは不要） 

２9 年 １月 18 日（水） 

     ２月 15 日（水） 

     ３月 15 日（水） 

 

シルバー文化教室ではパソコンなど特技をお持ちの会員さんが講

師となり、現在約 20 種類の講座を開講しております。 

ただいま教室に若干の余裕があります。講師の経験がある方で講座

をやってみたい方はぜひご相談ください。 

※ただし、現在開講している講座内容と重複しないものを募集しま

す。また受講生も募集しております。 

◆お問合せ先 電話 ０８２（２２３）１１５６ 本部 業務第二係 担当：松浦 

パソコン（ワード・エクセル活用）、日常英会話、英字新聞に親しもう、 

書道、写真、水引手芸、刺しゅう、リフォーム洋服、ロイヤルフラワー 

アレンジメント、創作生け花、ピアノ（初心者向）、カラオケ、やさしい 

コーラス（ナツメロ）、フラダンス、楽しい詩吟、練功 18法気功、他 

【開
講
講
座
】 


