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市内の皆さんへ
のご案内

　シルバー人材センターは、市役所、市内の企業等からさまざまな仕事を
お引き受けしておりますが、ご家庭でのちょっとしたお困りごと（障子・
網戸の張替え、蛍光灯の交換、荷物の移動、ゴミだし、掃除・洗濯、草取り等）
がありましたら、シルバー人材センター事務局までご相談ください。お役
に立てる『シルバーちょこっと仕事人』がお伺いします。
　詳しくは、P8をご参照ください。

お気軽に センター事務局（TEL 0297-48-8591）までお申し出ください。 障子の張替え（ご用命はお早めに）

「守谷市の花”山百合”（同地にて）　　写真提供：畑中　実氏（みずき野）」
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令和元年 定 時 総 会

＊センターの役員人事のお知らせ＊
５月 22日（水）開催の理事会において、定款第 23条第２項に基づき、次の通り新役員が選定されました。

　　　　　　理事長　高力　庸吉 （前副理事長）　　副理事長　菅原　忠 （理事）
任期は、前任者の残任期間である令和２年定時総会終結時までであります。

守谷市長挨拶

理事長挨拶

守谷市長 松丸修久

理事長 高力庸吉
　本日は、多数の会員の皆さまにご出席いただき、誠にありがとうございます。
また、ご多忙中にもかかわらず、松丸守谷市長様、堀保健福祉部長様及び稲葉保
健福祉部次長様に来賓としてご臨席いただいております。会員一同に代わりまし
て厚くお礼申し上げます。
　さて、守谷市におかれましては、「子育て王国もりや」及び「いきいきシニア
王国もりや」の実現に向けたまちづくり、そして「地域主導・住民主導」による

まちづくりを、令和元年度守谷市総合計画の三つの重点課題として掲げておられます。私どもシ
ルバー人材センターといたしましても、見通し困難な事業環境ではありますが、本日ご報告する
今年度事業計画において守谷市とのコミュニケーションをこれまで以上に重視する旨を掲げてい
る次第でございます。
　最後になりましたが、亡くなられた一ノ瀬前理事長の志を継ぎ、私と副理事長、事務局長の三
役が先頭に立ち、理事、事務局員一同が一丸となり、残り任期一年間、元気いっぱい頑張りますので、
会員の皆さまの絶大なるご協力と、広い視野に立つ守谷市からの、変わらぬご指導・ご鞭撻をお
願いいたしましてご挨拶といたします。

　平素は，市政運営につきまして，御理解と御協力を賜り，誠にありがとうござ
います。
　始めに，前理事長であります一ノ瀬様の御冥福をお祈りいたします。長年にわ
たり，守谷市シルバー人材センターを守っていただき，育てていただきましたこ
とに深く感謝申し上げます。
　今年から令和元年で新しい時代が始まった訳でありますけれども，この新しい

時代に皆さんの力というのは，本当に必要だと思っております。人生 100 年時代ということで，
国におきましても様々な施策を講じておりますが，元気でそして社会に何らかの形で貢献できる
ことが必要な時代になっていると考えております。
　行政としましても，守谷市の魅力を発信するという意味では，子どもたちが元気で，そして質
の高い教育を受けることができる環境を作っていき，それにより守谷に転入される若い方々を増
やしていくことは欠かすことができません。そのためにも私が掲げる「いきいきシニア王国もりや」
の施策に力を入れていきたいと考えております。私も含めシルバーの皆さんが，元気でそして自
分たちの人生に誇りと自信を持てるような生き方をしていかなければならないとの思いと，孫た
ちの時代にも守谷が住みよいまちであり続けていかなければならないとの強い思いがあります。
　皆さんが今まで経験された能力を社会の中でもう一度様々な形で貢献していただくというシル
バー人材センターの価値は，非常に大きいものであります。
　守谷が住みよいまちであり続けるために，行政も一生懸命取り組みますが，まちづくりは行政
だけではできません。やはり地域の皆さん，住民の皆さんの力がなければ，このまちづくりはで
きませんので，今後とも皆さんの御支援・御協力を賜りますよう，よろしくお願いいたします。
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日　時： 令和元年 6月25日（火）午前 9時 30分～ 10時 35分
会　場： 守谷市役所大会議室
会員数： ４０５名
定足数報告： 議決権数 405名（本人出席 48名、委任状提出 253名）
　　　　　　会員数の74％であり、総会成立
来　賓： 松丸修久市長、堀浩保健福祉部長及び稲葉みどり保健
　　　　福祉部次長兼介護福祉課長
議　長： 飯嶋 章会員
議事録署名人：飯嶋 章議長、渡部正章理事、滝沢俊之理事
報告事項： １．令和元年度事業計画及び収支予算の件
　　　　　２．平成 30年度事業報告の件
決議事項：
第１号議案　平成 30年度貸借対照表、正味財産増減計算書
　　　　　  及び財産目録承認の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　監事１名選任の件
　決議事項は全て全員異議なく原案通り承認されました。

　総会終了後、守谷市交通防災課の堀川勝平係長を講師に迎え、住宅侵入窃盗、車の盗難及び電話
による詐欺事件、交通安全等について、講話を頂きました。概要は次の通りです。

令和元年 定時総会報告

防犯・交通安全講話を開催

高力理事長

堀川係長

○交通事故発生状況（令和元年 5月末データ)：茨城県内の事故死は45人
　（うち高齢者 6割）で、全国ワースト７位（前年同期比 6件減）です。
◆高齢者の交通事故防止メモ：夜間の外出時は反射材を着ける、道路の横断は
　必ず横断歩道を渡る、交差点での運転 (右折時の直進車や横断中の歩行者 )
　には要注意。

１．防犯講話　（件数は茨城県の令和元年5月末データです）

２．交通安全講話

○住宅侵入窃盗：認知件数は654件です。内訳は空き巣が448件（68％）、忍び込みが189件（29％）です。
　　　　　　　 手口は、窓からの侵入が最も多く、無施錠が39％もあります。
◆防犯メモ：確実なる鍵かけ、窓ガラスには防犯フィルム、サッシには補助鍵等の対策をしましょう。
○自動車盗難：認知件数は592件です。10万人当たりの犯罪率は20.6 件で、ともに全国ワースト
　　　　　　　1位です。車種別では乗用車が 49％、貨物自動車が 32％を占めます。
　　　　　　　最近の被害が多い車は、トヨタのヴェルファイア、アルファード、レクサス等です。
◆防犯メモ：保管場所には防犯カメラ、音や光を発する盗難防止装置を設置、車にはハンドルロック等
　の盗難防止装置やGPS装置等を設置しましょう。
　スマートキーの場合は、キー本体をブリキ缶等の中に入れて電波を遮断することも考えましょう。
○ニセ電話詐欺：
　1）オレオレ（息子と名乗る電話）、架空請求（払わないと裁判）、還付金（医療費が戻る）等の
　　  ニセ電話には注意しましょう。
　2）ニセ電話詐欺件数は117件（前年同期比13件減）で被害総額は 117百万円（前年同期比20百万円減）です。
◆被害防止キーワード：「キャッシュカードを預かる」や 「プリペイドカードで料金払え」は全て詐欺！
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令和元年度地域班班長会議を開催しました
　５月７日（火）、当センター会議室において、令和元年度
第１回地域班班長会議が７地区の班長とセンター側関係理事
の出席により開催されました。会議経過は次の通りです。
　○高力副理事長（当時）の挨拶
　○令和元年度各地区地域班長へ委嘱状の交付
　○市毛地域班担当理事から地域班会議のやり方
　　についての提案と意見交換
　　◆今年度は、地区毎の地域班会議は取り止め、合同交流
　　　会（11月初旬開催）とする。なお、年度末班長会議は
　　　2月に開催予定。

　６月30日（日）午後、常総運動公園総合体育館で第23回「ようこそ守
谷へ 2019」（主催：「ようこそ守谷へ 2019」実行委員会及び守谷市）
が開催されました。「ようこそ守谷へ」は、平成30年度中に守谷市に
転入された市民を歓迎するイベントです。
　今年、当センターはこのイベントにブース開設し、新しい市民の皆
様へセンターの活動状況を紹介しました。 
　当センターのブースには、たくさんの市民の皆様が訪問されました。

新しい守谷市民の皆様へセンターを紹介

「ようこそ守谷へ2019」に出展「ようこそ守谷へ2019」に出展



-5-

もりやシルバーだより 2019年7月26日 発行

安全就業コーナー

安全就業スローガン

年の功 活かして安全 明るい職場

◆安全パトロールを実施
　７月３日 (水 )、事務局長及び安全対策委員３名により、
本年度１回目の植栽部門の安全パトロールを実施しまし
た。作業現場7か所をパトロールした結果、安全マニュア
ルに沿った服装、ヘルメットの着装等が確実に実施され
ていることを確認しました。

◆施設管理業務の職場巡回
　７月６日（土）、理事長及び理事３名はＴＸ駐輪場、郷州公民館、
高野公民館、北守谷公民館、守谷市民交流館、国際交流研修センター
及び学びの里の7か所の施設管理業務の職場巡回を実施し、業務マ
ニュアル等の書類整備状況を確認しました。

みずき野班 山之内荘六会員

安全就業推進大会に参加して 事務局　外内泰郎
　７月５日（金）午前 11時から茨城県総合福祉会館で開催された、令和元年度安全就業推進大会（主
催：県シ連）に参加しました。参加者は合計約 300 名（守谷 SC は３名）、大会は挨拶、表彰、受
賞シルバー人材センターによる安全就業の事例発表の後、安全就業及び交通事故防止に関する二
つの有意義な講演がありました。ここでは安全就業等に関する講演の概要を紹介いたします。
◆講演：「シニア世代の安全就業について」～いきいきシルバー就業は安全から～
◆講師：茨城県生涯学習・社会教育研究会会長、長谷川幸介氏
1） 人類の宿命は「使わなければ駄目になる」という廃用症候群の只中にあり、生き延びるための
　 安全の仕組み（危機回避のマニュアル）が個々（または組織）に存在する。
　 安全を確保するための網が必要であり、危険を共有する段取り（マニュアル）を体験、自己確
　 認から相互確認（個人→仲間→組織→個人）し、自分の力にする。マニュアルは「危機予知能力」
　 を整理したもの。
2） そもそも安全は存在せず、本来存在するのは危険であり、安全だと思った瞬間事故が起きる（危機
　 予知能力がなくなる）。「100％」安全は思い込みであり、「危ない」は安全過信の陰に潜んでいる。
3） 人はひとりでは生きられない動物であり、生存（危機回避）の先に、シルバー人材事業の概念
　 である「自主・自立・共働・共助」の暮らし方がある。→ 安全推進もこの４つの理念で考える。 
　 シルバーの商品は「縁と幸せ」商品であり、孤立化す
　 る高齢者に「新しい暮らし方」、「安全に生きる暮らし方」
　 を手渡すことが重要。
この講演を聴き、安全就業とシルバー事業の本来の目的
を改めて考えさせられました。
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　５月１4日（火）、成田フェアフィール
ドＧＣで 開催、27名が参加しました。 
成績は次の通りでした。
　　優勝　三浦儀秋会員
　　２位　鵜沢五郎会員
　　３位　柴 悦夫会員
　次回コンペは、
令和元年９月３０日（月）
筑波東急ＧＣで開催予定

　熱中症は、高温多湿な環境に長時間過ごすことで、水分と塩分バランスを崩し
て発生します。
　屋外では、水分補給、通気性の良い衣服・日陰の利用・保冷剤・冷たいタオル
などを使うようにし、自宅等屋内では無理な節電はせず、扇風機・エアコンを多
用して下さい。

　６月 25 日（火）、（公社）守谷市シルバー人材センターの定時総
会終了後、守谷シルバー親睦会総会を開催しました。
　　１．平成 30年度事業報告及び収支決算報告
　　２．令和元年度事業計画案及び収支予算案
の各議案を審議し、すべて原案通り承認されました。

令和元年度５月例会ゴルフコンペ報告

親睦会から総会報告

会員番号 氏　　　名 地　区　名 会員番号 氏　　　名 地　区　名
1410
1411
1412
1413
1414

☆新しい仲間を紹介します☆ （4月18日～7月1日） （敬称略）

古 村 信 子
倉 本　　  力
粟 野 洋 子
小 幡　　  明
古 谷 辰 夫

本  町
松  前  台
百 合 ケ 丘
久 保 ケ 丘
本  町

1415
1416
1417
1418
1419

香 川 善 男
酒 井 一 憲
岡 村 圭 造
筒 井 君 江
高 橋 克 郎

御 所 ケ 丘
松 ケ 丘
百 合 ケ 丘
御 所 ケ 丘
百 合 ケ 丘

入賞者：左から鵜沢会員、
三浦会員、柴会員

挨拶する渡部親睦会会長

熱中症予防のため、こまめな水分補給を

自力で水が飲めない、返事がおかしい
意識消失、けいれん、身体が熱い

めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、
頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、
頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感熱中症の典型的な症状

こんなときは、すぐに救急車（119）こんなときは、すぐに救急車（119）
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駅前清掃ボランティアの日　

　私達、シルバー会員は毎月２回、早朝 8時から約３０分間、新守谷駅前と南守谷駅前で清掃活動を行っ
ています。きれいな駅前を目指して！ 会員の皆さん、多数のご参加をお願いします。
　参加される方は軍手をご用意願います。
8 ～ 10月の予定は下表のとおりです。5 月より開始時刻を午前 8時に変更しました！ご注意を！

駅前清掃ボランティアに参加しよう！

作業日報提出時の注意事項等について

作業日報提出時
の注意事項

就業先締日の種類

作業日報は就業先への請求書および配分金計算のもととなる非常に重要な情報です。
①就業先、会員番号、氏名、日数、時間数は忘れずに、正確に確認して下さい。
②就業先の作業日報締日の翌日に事務局に持参願います。
なお、毎年 6月支払いの配分金においては、当センター会費 1,200 円と親睦会会費 300円
の合計 1,500 円が控除されます。また、6 月に配分金の支払いがない会員（未就業者）
につきましては、会費の控除ができませんので、1,500 円を事務局までご持参願います。

配分金の支払日の前月の１０日、１５日、２０日、２５日、月末日等就業先により異なります。

配分金の振込日 配分金の振込日は、原則として毎月１５日です。ただし、１月と５月は１７日です。
振込日が土・日・祝日の場合は、順次繰り下げた平日になります。

新守谷駅前（駐輪場側歩道橋）
南守谷駅前（駐輪場側ロータリー）

（午前8時から約30分間、雨天中止、１月と８月はお休み）

8月はお休み

事務局だより

ー 8時 8時開始時刻

6/5
新守谷駅前

6/20
南守谷駅前

　入会を希望される方は、下記日程の入会説明会に出席願います。なお、事前に出席のご連絡を
お願いいたします。
◆日 時：８月 1日（木）と８月 15日（木）の１３：３０～１５：００頃
◆場 所：センター会議室
◆連絡先：センター事務局 ＴＥＬ：０２９７-４８-８５９１

◆入会説明会（8月）日程のお知らせ

8月はお休み
9月  5日（木）
9月20日（金）

10月  7日（月）
10月21日（月）

平成30年度 事業運営報告　（平成30年4月～平成31年3月）
会員数・就業状況 事　業　実　績

会員数

公共受注額

民間等受注額

受注額合計

受注件数

就業実人員

就業率（※）

男　性 女　性 合　計

30年度

29年度

30年度

29年度

30年度

29年度

30年度

29年度

30年度

29年度

30年度

29年度

30年度

29年度

307名
316名
229名
255名
83.4％
90.5％

97名
94名
77名
72名
86.6％
81.9％

404名
410名
306名
327名
84.2％
88.5％

43,542千円
43,942千円
136,965千円
139,900千円
180,507千円
183,842千円

2,081件
2,293件

（※）派遣を含む
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市内在住で、原則60歳以上の健康で働く意欲があり、センターの目的・趣旨に賛同
される方の入会をお待ちしております。 
◆毎月、第１・第３木曜日（祝日等で開催されない場合もあります）に入会説明会を
　開催しております。
◆開催時間は午後１時半から３時頃まで。 　◆出席を希望される場合は事前に
　ご連絡ください。　◆連絡先は 電話0297-48-8591

もりやシルバーだより 2019年7月26日 発行
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剪
定
・

除
草
等

段ボールの整理
網戸の清掃
家周りの整理
敷地内の側溝清掃

本棚・組立家具等の組立て
フローリング床への張替え
グリーンカーテンの取付け
花壇のレンガ積み修理
絵画等の取付け
ドアの蝶つがいの調整
すだれ用フックの取付け
ウッドデッキの解体・補修

玄関前のコンクリ階段増設
ブロック修繕・増設
物置の壁板修理・屋根波板交換
高所カーテンの取付け・取外し
階段・廊下等手すりの取付け
ふじ棚の製作
蛍光灯・電球等の交換
住宅用火災警報器の取付け

朝のごみ出し代行

作業内容 （料金は事務費・税込みの目安です。材料費等はお客様負担となります。）

障子・網戸の張替え料金例
（並サイズ 90×180cm 1 枚）
障子 1,300 円より 網戸 2,400 円より
センター指定の材料費と運搬費込みです

修
理
・
工
作

玄関周りの清掃
料金例
1 人 1時間
 1,100 円より

清
掃

家周りの枯葉・落葉の清掃
池の葉の除去
イベント会場の清掃

刈払機による草刈り
手による草取り
鉢植を地植にする
庭木・花壇の水やり

花壇の土つくり
隣地はみ出しの枝切落し
台風倒木の伐採（太さ30cm以内）
大根や白菜等の収穫

庭木の剪定
料金例
1 人 1時間
 1,270 円より

移
　
動

家
　
事

そ
の
他家具 . 冷蔵庫等の移動

引越の手伝い
イベント手伝い
チラシ配り

電話番
宅配収納

お引受け
できない
仕事の例

①危険な作業（フォークリフト等の作業、高木の剪定作業、除草剤作業等）
②高度な仕上げのレンジ・エアコン等の清掃、高度な大工仕事、ベビーシッター等
③人や荷物の車による運搬（道路運送法等） ④電気工事（電気工事業法等）
⑤人や車の交通誘導・警備・監視業務（警備業法）

掃除･洗濯･買物等
の代行料金例
1 人 1時間 
1,650 円より

空家･空地の
見守り料金例
1 回 1,100 円より

粗大ごみの搬出
料金例

（屋内→玄関先）
1人1回 2,200円より

シルバー人材センターは市役所、市内の企業、事業所等からさまざまな仕事をお引き受けしておりますが、ご
家庭でのちょっとしたお困りごとなどについてもご相談を承っております。蛍光灯・電球の交換、荷物の移動、
掃除、洗濯、草刈りなどが自分で出来ない、しかし専門業者にお願いするほどでもない、だけど頼める人がい
ないなどの小さなお困りごとがありましたらお気軽に、守谷市シルバー人材センターにご相談ください。お役
に立てる『シルバーちょこっと仕事人』がお伺いし作業をお引受けいたします。これまで実施したことのある
作業を下表にまとめましたのでご用命の参考にしてください。なお、シルバー人材センターは、60歳以上の会
員制組織ですので、作業できる会員が退会した場合や、危険な作業、専門業者的な作業および法律等によりお
引受け出来ないことがありますので、あらかじめご理解をお願いします。 【5版】 NO.190501

公益社団法人 守谷市シルバー人材センター会員募集！


