
平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第２２２２回通常総会報告回通常総会報告回通常総会報告回通常総会報告
開催日 平成２３年３月３０日（水） 会場 守谷市役所大会議室
会田市長挨拶（要旨）

平成２２年度第２回通常総会を迎えて、お祝を申し上げたいところでありますが、３月１１日東日本大
震災は未曾有の出来事でした。報道等によると被災地の余りの酷さに涙するのは私だけではないと思
います。ここに、被災にあった方々にお見舞いを申し上げると共に、亡くなられた方々、行方不明の方々

に対し哀悼の意をささげます。
一方、福島第一原発の事故はいつ終息するかわからない現状にあり

一刻も早い終息が望まれます。現在、守谷市は災害対策本部を中心に
市民の皆さんの安全と安心の確保と被災された方々の支援に積極的に
取り組んでいます。

守谷市へ避難して来る方々を学びの里に受け入れております。また、
市内の親族、親類、友人を頼りに避難されている方々もおります。

守谷市は計画停電区域に入らずに済んでいますが、３月１１日以降、
暖房停止措置、事務室の消灯などで節電に努めています。市民の皆様に
も、節電、節水にご協力をお願いします。

渕上会員渕上会員渕上会員渕上会員のののの作品作品作品作品
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も、節電、節水にご協力をお願いします。
今日は理事長さんのお話の中でシルバー人材センター公益法人に移

行するための、大切な総会と聞いております。シルバー人材センターの皆さんのご活躍を願ってご挨拶
にかえさせて頂きます。

目次
１頁 通常総会報告 義援金報告
２頁 総会報告（続き） 親睦会総会報告
３頁 安全就業活動方針
４頁 役員・事務局担当一覧

専門部会報告
５頁 地域班からのお知らせ
６頁 親睦会からのお知らせ
７頁 会員のページ、事業運営報告
８頁 事務局だより 編集後記

（社）守谷市シルバー人材センター

〒 ３０２－０１０９
守谷市本町６２２－２

電話 ０２９７－４８－８５９１
ＦＡＸ ０２９７－４８－８９６５

メール moriya-sc@tenor.ocn.ne.jp

ＵＲＬ http://www.moriya-sc.or.jp/

義援金第一次報告義援金第一次報告義援金第一次報告義援金第一次報告
東日本大震災義援金について報告します。
募集期間 平成２３年３月１２日から平成２３年４月２５日
会員の皆様のご協力を得て、総募金額「８万２千１８９円」が集まりました。
守谷市及び茨城県シルバー人材センター連合会にそれぞれ送金しました。
引続き、事務所において義援金第二次募金活動を行っていますのでご協力をお願いします。



理事長挨拶理事長挨拶理事長挨拶理事長挨拶
冒頭、３月１１日の東日本大震災が未曾有の大惨事で多くの方々が亡くな

られ行方不明となっております。犠牲者への哀悼を表して黙祷を捧げたいと
思います。（黙祷）

今回の大惨事に際して、当シルバー人材センターは義援金を募り、皆様の
ご協力をお願いしております。義援金は4月中旬に集約し、守谷市社会福祉
課を通して送りたいと存じております。

本日はこの大惨事のなか、大変お忙しい会田市長にご臨席を頂きま
した。市長、誠に有難うございます。

さて、皆様にご案内の通り、平成23年度当シルバー人材センターは非常
に多くの課題を抱えております。大震災後の経済、社会がどのように変動
するか不明ですが、当シルバー人材センターは守谷市と協調して最大の努力をしていきます。
市長にもこの場でお約束申しあげます。

本日は、議案書にあります公益法人への移行申請、定款変更、事業計画、収支予算これらは
全て新公益法人への移行を前提とした審議事項です。本日の総会はかって無いほど重要な総
会です。宜しくご審議、決議して頂くことをお願い申しあげまして挨拶に代えてさせて頂きます。

総会に先立ち大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし黙祷を捧げました 熱心に審議する出席会員

総会審議
会員出席状況

会員定数３３５名、出席会員数７９名、委任状２２０名、計２９９名
定款２１条並びに２３条の規定に基づく定足数の２分の１以上を満たしており当総会は成立しました。

議長選出
第８班 渡辺泰助会員を選出

議事
議案第１号～議案第６号を審議して採決の結果
全ての議案は全員異議なく原案通り承認されました。

***************************************************************************************
総会終了後、その場を借りて引続き守谷シルバー親睦会の総会が開催されました。
今年度から互助会は公益法人移行に伴い、「親睦会」に名称変更し、守谷市シルバー人材センターから
分離独立した組織として運営されます。

守谷守谷守谷守谷シルバーシルバーシルバーシルバー親睦会総会報告親睦会総会報告親睦会総会報告親睦会総会報告
平成２３年度の事業計画及び収支予算を審議し賛成多数で承認されました。
引続き、下記役員が選出されました。
会長：曽根 明 会計：古谷 照雄 委員：東 徹夫、田中 文夫 監事：新井 征史

第１号 公益法人への移行申請
第２号 役員改選
第３号 定款変更
第４号 会費規程の承認
第５号 事業計画
第６号 収支予算



平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 安全就業安全就業安全就業安全就業 活動方針活動方針活動方針活動方針
事業部会：渡部

平成２３年度は「シルバー人材センターの事業においては安全がすべてに優先する」をモットーに
以下の目標と施策で安全就業に取り組みます。会員のみな様も安全就業についてご理解、ご協力
の程、宜しくお願い致します。

目標目標目標目標 「「「「通勤途上通勤途上通勤途上通勤途上・・・・就業中事故就業中事故就業中事故就業中事故 ゼロゼロゼロゼロ」」」」
（副題；シルバー人材センターの事業においては「安全」がすべてに優先）

施策 １ 職場パトロールの実施と取扱い機械、器具類の点検と整備の推進
２ 掲示板による無災害時間の掲示
３ 安全対策委員会の定期的開催
４ シルバーだよりによる安全就業の啓蒙

５ 交通安全講習会の実施
６ 健康診断の積極的受診の推進

NO. 性別・年齢 仕事内容等 事故の状況

男性
就業中 剪定作業中、６ｍに達する樹木から転落。受注時に発注者及

全国で起きた重篤事故事例紹介（安全就業ニュース平成２３年４月号より抜粋）

1
男性
６９歳

就業中
（入院）
転落

剪定作業中、６ｍに達する樹木から転落。受注時に発注者及
び会員へは高い木は剪定できない旨を伝えたが、当日、会員
の判断で作業をし転落。安全帽、安全帯は未装着。

2
女性
６３歳

就業途上
（入院）

交通事故

自転車で就業場所に向かう途中、交差点内を青信号で通過し
ていたところ、後方から来たトラックが左折し後輪に巻き込ま
れた。

3
男性
６４歳

就業中
（入院）
転落

剪定作業中、３ｍの樹木から転落。安全ベルトは木の枝に２本
かけて使用していたが、足場の移動のためロープを付け替え
ようとした際に、足元の枝が折れて頭から落下した。

事務所内に無災害時間の掲示を開始しました。



平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 役員役員役員役員・・・・事務局担当一覧事務局担当一覧事務局担当一覧事務局担当一覧

役役役役 職職職職 氏氏氏氏 名名名名 担担担担 当当当当 役役役役 職職職職 氏氏氏氏 名名名名 担担担担 当当当当

理事長 一ノ瀬 洵 事業全般 理事 渡部 正章 事業部部会長

副理事長 高力 庸吉 事業全般 理事 福田 壌 事業部会

常務理事 碓井 貞夫 事業全般 理事 原田 義徳 事業部会

理事 菅原 忠 総務部部会長 理事 福永 浩 広報・調査部部会長

理事 霜多 俊治 総務部会 理事 佐藤 恒雄 広報・調査部

理事 小鷲 渓子 総務部会 理事 曽根 明 広報・調査部

監事（＊） 中谷 文男 監査 監事 新井 征史 監査

事務局長 碓井 貞夫 事務局全般 事務局員 松本 良一 草取り・配送

事務局員 大畑 正美 剪定・民間企業 事務局員 亀崎 義博 会計／経理

事務局員 佐伯 俊郎 草刈り・公共施設 事務局員 鈴木 弘子 会計／経理

（＊）守谷市課長

専門部会報告専門部会報告専門部会報告専門部会報告

１．総務部会
（１）前年度の主な活動は、職群班基本規程を制定し職群班と仕事班を立ち上げた事です。

今後は事務局で対応する事になります。
今年度の当面の活動目標は、公民館指定管理者制度への対応と９月予定の公益社団法人
移行申請に向けての準備です。

（２）女性グループの活動については、前年度からの継続課題として引続き会員増強、就業拡大等
について模索していく事になります。今後の総務部会活動に対し、会員皆様のご協力をお願い
します。

２．広報・調査部会
今年度の活動
４月２０日、部会を開き具体的な活動方針を討議しました。
・シルバーだより年６回、原則奇数月月末に発行します。シルバー会員目線で記事を編集する

ことに努めます。
・ホームページの内容を随時更新します。
・会員意識調査の検討を行います。

３．事業部会
４月１９日に平成２３年度第１回事業部会を開催し、今年度の安全就業活動および就業
開拓について計画書を作成しました。この計画書に沿って１年間の活動を推進していく所存
です。



地域班地域班地域班地域班からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

本年度の地域班担当の佐藤です。
地域班各班長・副班長とともに各会員の皆様と事務局及び理事会との
パイプ役となり班活動を進めてまいります。
平成２３年４月２７日地域班班長会議を開催し、班活動の大きな項目である

① 地域班会議地域班会議地域班会議地域班会議におけるにおけるにおけるにおける会員同士会員同士会員同士会員同士のののの相互相互相互相互理解理解理解理解活動活動活動活動
② 会員会員会員会員へのへのへのへのシルバーだよりのシルバーだよりのシルバーだよりのシルバーだよりの配布等配布等配布等配布等をををを通通通通じてのじてのじてのじての交流活動交流活動交流活動交流活動

などについて意見交換を行いました。
そして、地域班各班は７月と８月にかけてそれぞれ班会議
を設定していく予定にしています。

会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、特特特特にににに班会議班会議班会議班会議のののの活性化活性化活性化活性化ににににごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいいししししますますますます。。。。
今年度就任した班長の皆さんです。各班会員の方々とは班会議、シルバーだより配布などを通じて
会員の皆さんと対話する機会がありますのでよろしくお願いします。

１班 森班長 ２班 露木班長 ３班 大野班長 ４班 市原班長 ５班 関班長

地域班担当
佐藤理事

班名 班 長 電 話 副班長 電 話

１班 森 敏三 ４８－＃＃＃＃ 福田 壌 ４５－＃＃＃＃

２班 露木 秀子 ４８－＃＃＃＃ 西塔 俊夫 ４８－＃＃＃＃

３班 大野 孝夫 ４８－＃＃＃＃ 伊豆原行夫 ４８－＃＃＃＃

４班 市原 三男 ４６－＃＃＃＃ 松井 幸一 ４８－＃＃＃＃

５班 関 俊男 ４８－＃＃＃＃ 加井日出男 ４８－＃＃＃＃

６班 斉藤 勝男 ４８－＃＃＃＃ 庄司 三郎 ４８－＃＃＃＃

７班 栗原 岩男 ４８－＃＃＃＃ 藍野 益江 ４８－＃＃＃＃

８班 小林 喜雄 ４５－＃＃＃＃ 小沢道之助 ４５－＃＃＃＃

９班 大塚 善久 ４８－＃＃＃＃ 池田 康夫 ４８－＃＃＃＃

６班 斉藤班長 ７班 栗原班長 ８班 小林班長 ９班 大塚班長

平成２３年度 班長・副班長一覧（再掲載） 平成２３年４月１日現在（敬称略）



親睦会親睦会親睦会親睦会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ
平成２３年３月３０日の親睦会総会で従来の互助会から親睦会へ名称が変更され

ました。親睦会員はシルバー登録会員に限られることになりました。
平成２３年度の役員は下記の通りです。

・会長 曽根 明
・会計 古谷 照雄
・委員 東 徹夫、 田中 文夫
・監事 新井 征史

サークル活動は従来同様行います。多数の方の参加を歓迎します。

１．グランドゴルフ
メンバーはけやき台公園で毎週月・水・金に集合、楽しんでいます。

２. 守谷シルバーゴルフクラブ
ゴルフコンペ 年４回開催。

３．囲碁・将棋・マージャンの会
毎月、第３日曜日に白寿荘で開催。

４・カラオケしあわせ会
新たに同好会員を募集します。
連絡先 「東」まで 電話４８－５４３６

サークル活動の報告
守谷シルバーゴルフクラブ

・ゴルフコンペ今年度の第１回は５月１３日、つくば学園ゴルフクラブで開催されました。

カラオケしあわせ会
・２０１１年３月２６日 王将会館 １６名参加して楽しいひと時を過ごしました。



会員会員会員会員のページのページのページのページ
平成１７年に発行したシルバーだよりには、会員からの投稿記事が掲載されていました。その後は会員

からの投稿は減少して暫く掲載は絶えていました。今年度から、会員のページを復活させました。会員参
加の「シルバーだより」を充実させますので、会員の皆様の積極的な投稿を期待します。会員の皆様に直
接依頼することも考えていますので、その場合はよろしくお願いします。

会員投稿作品会員投稿作品会員投稿作品会員投稿作品

短歌

奥山も清水も行きたし花曇りわれはひととき考える人 原田 義徳

俳句

人災も天災のごと青嵐 永井 文子

磯節の流るる浜や松落葉 小鷲 渓子

会員会員会員会員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん 投稿投稿投稿投稿をををを歓迎歓迎歓迎歓迎しますしますしますします

会員の皆さんの中に多種多彩の趣味の持ち主がたくさんいると思われます。遠慮なしで、この際
シルバーだよりの紙面へ応募し、パフォーマンスして下さい。

応募作品の例 （どのような分野でも構いません）
・写真の部（風景、人物、ペット、絵画、編み物、パッチワーク・皮細工などの手芸品）
・短歌 ・俳句 ・詩 ・旅行記 ・園芸談 ・随筆（想） スポーツ談義など

事業運営報告事業運営報告事業運営報告事業運営報告 （平成２３年２月～２３年３月）事業運営報告事業運営報告事業運営報告事業運営報告 （平成２３年２月～２３年３月）

①①①① 会員数会員数会員数会員数 (平成23年 3月 31日現在)

性別 項目 2月末会員数 3月入会者数 3月退会者数 3月末会員数 前年度 比較
男性 264 0 7 257 259 -2
女性 74 0 2 72 82 -10
計 338 0 9 329 341 ----12121212

②②②② 事業実績事業実績事業実績事業実績 （単位：千円）
業種別 3月実績 累計 前年同月実績 累計 前年比較 構成比

（A） （B） （C） （D） (B-D) (Bの構成比)
公共事業 3,233 52,208 3,913 52,632 -424 29.5
民間企業 8,207 100,519 7,932 102,796 -2,277 56.7
一般家庭 271 23,876 636 21,865 2,011 13.5
独自事業 46 618 46 538 80 0.3

計計計計 11,75711,75711,75711,757 177,221177,221177,221177,221 12,52712,52712,52712,527 177,831177,831177,831177,831 ----610610610610 100.0100.0100.0100.0

③③③③ 就業状況就業状況就業状況就業状況

2月度 3月度
男 女 計 男 女 計

就業実人員 189 50 239 186 51 237
就業率(％) 71.6 67.6 70.7 72.4 70.8 72.0

④④④④ 新規就業新規就業新規就業新規就業 (2(2(2(2月月月月～～～～ 3333月末月末月末月末)))) ⑤⑤⑤⑤契約解除就業先契約解除就業先契約解除就業先契約解除就業先 (2(2(2(2月月月月～～～～ 3333月末月末月末月末))))
新規就業内容 就業人員 就業内容 就業人員 契約解除月

計 計
該当なし 該当なし



事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ
１．平成２３年４月以降の配分金支払日

(注） 上記で作業月が２ヶ月に亘っているのは、作業日報の締め日が、月のうち１０日締め
１５日締め、２０日締め、２５日締めがあり、作業月が２ヶ月に亘ることによるものです。

月末締めの会員については、支払日の前月が作業月です。

２．ボランティア活動日（午前６時３０分から３０分とします。）

３．作業日報提出のお願い
① 就業先の当月作業が終わり次第、事務局へ提出して下さい。ファクシミリ、メールでも結構です。

FAX ４８－８９６５ E-Mail moriya-sc@tenor.ne.jp
締め日（当月就業の終りの日）が土・日・祝日の場合はセンターのポストに投函して下さい。

② 提出提出提出提出にににに際際際際してはしてはしてはしては「「「「就業先就業先就業先就業先」、「」、「」、「」、「会員名会員名会員名会員名」」」」及及及及びびびび「「「「会員番号会員番号会員番号会員番号」」」」をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに記入記入記入記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
③ 配分金計算及配分金計算及配分金計算及配分金計算及びびびび顧客先顧客先顧客先顧客先へのへのへのへの請求書作成請求書作成請求書作成請求書作成のののの基礎基礎基礎基礎となるものですとなるものですとなるものですとなるものです。。。。

正確正確正確正確にににに記入記入記入記入しししし、、、、日数日数日数日数、、、、時間数時間数時間数時間数などなどなどなど自主点検自主点検自主点検自主点検をををを十分行十分行十分行十分行ってからってからってからってから提出提出提出提出してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

４．総会のお知らせ

場所 日程 日程 日程

新守谷駅前 ６月 ６日（月） ７月 ５日（火） ８月はお休み

南守谷駅前 ６月２０日（月） ７月２０日（水） ８月はお休み

作業月 ４月～５月 ５月～６月 ６月～７月 ７月～８月

支払日 ６月１５日 ７月１５日 ８月１５日 ９月１５日

４．総会のお知らせ
平成２３年度第１回通常総会 平成２３年５月３１日（火） 午前１０時～

於 守谷市役所 大会議室

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

下記の理事が退任いたしました。ご活躍ご苦労様でした。
今後も健康に留意して ご支援のほど宜しくお願いします。

東 徹夫（総務部会） 加瀬 悦二（広報・調査部会）
藤村 勝郎（総務部会） 中川 洋（事業部会）
望田 幸子（総務部会） 牛河内 静雄（事業部会）
有行 久美子（総務部会）

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

編集後記
このたび「シルバーだより」編集長・加瀬理事の後任に就きました「福永」です。多少、戸惑いのある

中引き受けました。シルバーだよりを頑張り力とねばりで発行していきます。優秀な編集スタッフと共に
作業をすすめます。会員の皆様のご協力を改めて紙面を借りてお願いいたします。

５月発行、６６号は総会報告がメイン記事です。市長の挨拶にある通り「東北大地震」が発生して
色々な面で当シルバーも大変な年度のスタートとなりました。シルバー人材センターの方針、諸活動等
を正確な情報を提供します。また、会員目線のページを復活させ、全員参加型の紙面を作ります。会
員の皆様の写真投稿、文芸投稿などで紙面を賑やかにして下さい。

３月１１日発生の大地震で会員の方々の身内の方、お知り合いの方がいるのではと考えますと他人
ごとと思えません。つつしんでお見舞い申し上げます（福永記）。


