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第 54 回（令和元年度）

定 時 総 会
令和元年５月 31 日(金)午後１時 30 分開会
加古川市民会館

令和元年５月

小ホール

シルバーだよりとともに定時総会のご案内と

１３６６人
男性

９７０人

女性

３９６人

（４月末現在）

高齢者活躍人材確保育成事業に
ご協力お願いいたします！
本年度から、兵庫県シルバー人材センター協
会が主体となって県内各拠点シルバーと連携
して実施する高齢者活躍人材確保育成事業に

議案書及び出欠届（ハガキ）を配付いたします。

おいて、当センターでは、９月に生活支援（施

出来る限り日程を調整してご出席下さるようお

設・訪問介護）講習、11 月に保育補助支援講習

願いいたします。

を開催いたします。

※ 今年度からポイントの対象になります。

本年度から応募資格が変更となり、60 歳以上
で、新規シルバー会員として就業を希望される

理 事 会

方で、技能講習は全日程受講できる方となって

◎令和元年度第１回（５月 13 日月曜日）

います。（既に登録されている会員は対象外）

・平成 30 年度事業報告承認
・平成 30 年度決算報告（監査報告）承認

加古川市在住の 60 歳以上のご家族やお友達

・令和元年度補正予算（第１回）承認

でシルバー人材センターに未登録の方をご紹

・役員候補者の承認

介ください。

・第 54 回(令和元年度)定時総会招集の決定
・正会員の入会承認報告
・代表理事及び業務執行理事の職務執行状況
の報告

会員増の取組みに
ご協力ください！

・各種委員会の報告等

定時総会終了後に「シルバー就業時の災害防止」（講師：兵シ協 派遣業務
アドバイザー茶園幸子様）を開催いたします。会員の皆様、是非、ご参加下さい。

http://www.kakogawa-sc.com/

３月 活 動 実 績
１(金)

第４回業務・就業開拓委員会

６(水) たんぽぽ保育園指導監査
11(月) 兵シ協事業課 次年度事業打合せ

委 員 会 活 動
●業務・就業開拓委員会(３月１日金曜日)
・平成 31 年度活動予定について
●総務・地域活動委員会(３月 15 日金曜日)

13(水) 入会説明会

・平成 31 年度活動予定について

15(金) 第６回総務・地域活動委員会

・第６回地区委員連絡会議の開催について

18(月) 第７回理事会

●第６回地区委員連絡会議(３月 22 日金曜日)

20(水) 入会手続日・就業相談日

・第６回理事会報告

22(金) 第６回地区委員連絡会議

・当面の予定（世話人会及び配布物の説明）

23(土) たんぽぽ保育園卒園式
28(木) 植木班世話人会、機械除草世話人会

と平成 31 年度活動予定について
（配布物）
「シルバーニュース」第 23 号、委
員会だより(第５号)、会員親睦旅行の案内、

４月 活 動 実 績
１(月) 平成 31 年度開始
４(木) ＰＣ応援隊打合せ
９(火) 野村総研インタビュー
10(水) 入会説明会

お仕事情報、講習会情報等
●福利厚生委員会(４月 25 日木曜日)
・会員親睦旅行について（準備と役割分担）
●総務・地域活動委員会（５月 10 日金曜日）
・第１回地区委員連絡会議に開催について

10(水) ISO 品質目標会議（女性）
11(木) ISO 品質目標会議（男性）
15(月) 自走式草刈り機講習

理 事 会
◎平成 30 年度第７回（３月 18 日月曜日）

17(水) 入会手続日・就業相談日

・平成 30 年度補正予算（第２回）承認

18(木) 接遇講習会（外部講師）

・平成 31 年度事業計画承認

18(木) 家庭内清掃講習

・平成 31 年度収支予算承認

23(火) 兵シ協第１回事務局長会議

・資金調達及び設備投資の見込み承認

25(木) 第１回福利厚生委員会

・当座貸越契約の締結承認
・正会員の入会承認報告外

５月 活 動 実 績
７(火) 税理士による会計指導
８(水) 入会説明会
９(木) 平成 30 年度業務及び会計に係る監査

ポスティング業務にご協力ください
センターでは兵庫県民だより(毎月・全戸配

９(木) 会員親睦旅行①和歌山県：近大マグロ

布)、兵庫県議会だより（年４回・全戸配布）を

10(金) 第１回総務・地域活動委員会

はじめ、一般の事業者からの地域限定のポステ

12(日) 会員親睦旅行②和歌山県：近大マグロ

ィングをお受けしています。

13(月) 第１回理事会
15(水) 入会手続日・就業相談日
15(水) 兵シ協 事業課 事業打合せ

一部の地域でポスティングに係る会員が少
なく、一人あたりの負担が大きくなっています。
前年度より、十分ではありませんが戸数密度

16(木) 接遇講習会（外部講師）

に応じた配分金を設定して業務を推進してい

16(木) 家庭内清掃講習

ます。ご協力いただける方はセンター事務局ま

17(金) 第１回地区委員連絡会議

で、お問い合わせ下さい。

５月 活 動 予 定（決定分）

7 月 活 動 予 定（決定分）

17(金) ＰＣ応援隊打合せ会

２(月)

健康相談会

17(金) 令和元年度第１回地区委員連絡会議

４(木)

第２回福利厚生委員会

５(金)

第２回総務・地域活動委員会

（地域・地区世話人会）
19(日) 加古川・鳩里地域親睦会

10(水) 入会説明会

22(水) 第１回広報委員会

12(金)

24(金) 救急救命普通講習

17(水) 入会手続日・就業相談日

31(金) 第 54 回（令和元年度）定時総会

19(木)

第２回理事会

18(木)

接遇講習会（外部講師）

18(木)

家庭内清掃講習会
安全就業パトロール

6 月 活 動 予 定（決定分）

第２回地区委員連絡会議

３(月)

健康相談会

19(金)

３(月)

トライやるウィーク受入れ（神吉中）

24(水)～26(金)

７(金)

第１回業務・就業開拓委員会

12(水) 入会説明会
13(木) 兵シ協 令和元年度定時総会

ご家庭の仕事をセンターに

14(金) 第１回女性会員拡大委員会

ご発注ください！

18(火) 近シ協 令和元年度定期総会
19(水) 入会手続日・就業相談日

会員の皆様へ！！
～お願い～

20(木) 接遇講習会（外部講師）
20(木) 家庭内清掃講習会
20(木) 全シ協 令和元年度定時総会
21(金) 第１回安全・適正就業推進委員会

植木剪定講習会

ご家庭でちょっとしたお手伝いが必要な時
は、是非、センターにご相談、ご発注ください。
家庭内の掃除、食事作り、草引き、お庭の掃

21(金) NRI 社会情報システム 顧客セミナー

除、植木等の水やり、襖・障子・網戸のはりか

27(木) 機械除草講習会

え等、お見積りのうえ作業させていただきます。

お 仕 事 情 報 に つ い て
①

会員の皆さまへのお仕事情報については、年６回奇数月に発行する予定の広報紙（５月・11
月「シルバーだより」
、７月・１月「還流」、９月・３月「シルバーニュース」）と同時配布にて
情報提供いさせていただきます。 ただし、期間を設けて募集できる仕事に限ります。
理由はお客様からセンターへお問い合わせいただく仕事の多くが、受付から作業実施までの
期間が短いものであるためです。ご了承ください。

② 会員休憩室にお仕事情報用の掲示板を設置し、お仕事情報を提供しています。
センターにお立ち寄りいただき、気になるお仕事情報がございましたら、速やかに事務局職員
にご相談ください。
※ お仕事情報の詳細につきましては、センター事務局までお問い合わせください。
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会員の皆さまへ≪お知らせ≫
配分金支払日（令和元年）
就 業 月
５

月

配分金支払日
６月 14 日（金）

「還流」への投稿のお願い
広報委員会では毎年７月と１月に「還流」
を発行しています。
会員の皆さまご案内のとおり、会員の投稿
による記事を編集するページを設けていま

６

月

７月 12 日（金）

７

月

８月 15 日（木）

８

月

９月 13 日（金）

す。
会員の皆さまの投稿をお待ちしています。
① 「はまっています」
趣味や特技として継続して打ち込んで
いる何かを紹介するコーナーです。

９

月

10 月 15 日（火）

800 字程度の紹介文と写真数枚
② 「孫と私」

部会・委員会活動について
センターでは、２部会６委員会制により部
会・委員会の活動をしています。
２部会６委員会の構成は次のとおりです。
総務部会
① 総務・地域活動委員会
② 広報委員会
③ 福利厚生委員会
事業部会
① 業務・就業開拓委員会
② 安全・適正就業推進委員会
③ 女性会員拡大委員会

お孫さん（またはひ孫さん）と会員ご本
人を写真で紹介するコーナーです。
お写真と名前と一言コメント
③ 文芸欄
俳句・短歌・詩その他、会員の文芸を紹
介するコーナーです。
なお、
「還流」75 号（令和元年７月 15 日発
行）への投稿の締切りは５月 31 日（金）とな
っています。短い期間ですが、よろしくお願
いいたします。

事務局からのお願い
会員の皆さまのご意見をお寄せください！！

シルバー派遣で就業中の皆様へ
派遣事業にて就業中の皆様への賃金の支払
日は、令和元年７月から、毎月 25 日になりま

11 月発行)「還流」(７月・１月発行)「シルバー
ニュース」(９月・３月)に対するご意見やご要望
をお聞かせください。

す。
会員の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げま
す。

センターが発行する「シルバーだより」(５月・

お電話、ＦＡＸ、メール、手紙、葉書どのよう
な方法でも構いません。
よろしくお願いいたします。

http://www.kakogawa-sc.com/

