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加古川市
シルバー

令和元年 11 月
第

８

公益社団法人加古川市シルバー人材センター
〒675-0067

だ よ り

会 員 数

号

加古川市加古川町河原 453-15

ＴＥＬ

０７９‐４２１‐１２０７

ＦＡＸ

０７９‐４２１‐４１４１

１４４０人
男性１０１６人
女性 ４２４人
（10 月末現在）

シルバーふれあいフェスティバル 2019
令和元年 10 月 26 日（土）10:00～15:00

イオンタウン加古川（東神吉町出河原 862 番地）にお

いてシルバーふれあいフェスティバル２０１9 を開催しました。
メインステージでは、主催者あいさつの後、
①

ハーモニカ教室の皆様による演奏

②

すまいるすまいる教室体験（介護予防事業）

③

つくって遊んでつながって（遊びの伝承）
（お昼の休憩）

④

オカリナの演奏

⑤

アートフラワー無料体験

⑥

ビンゴゲーム
お子さまから高齢者まで、楽しいひと時をお

過ごしいただきました。
体験・相談コーナーでは、アートフラワー教室、
着物着付教室のＰＲ及び健康相談を実施しました。
屋外展示コーナーでは、シルバー事業ＰＲ、書道
教室、ことば＆書ふれあい講座、そば打ち教室、絵
画愛好会等のＰＲ、クラフト体験（革小物・苔玉）
及び将棋の駒作りをお楽しみいただきました。

屋外物販コーナーでは、手芸クラブ「たんぽぽ」
の皆さんの作品、野菜、新米、焼いも、ＥＭチッ
プ堆肥の販売を行いました。
大勢ご参加いただき、ありがとうございました。

https://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/

9月 活 動 実 績
２(月) 健康相談会（会員休憩室）
品質目標会議、事務局会議
３(火) レクリエーション大会（ボウリング）
機械除草班全体会議（氷丘公民館）
４(水)

７(木)

浜手地区親睦会

11(月)～15(金)
トライやるウィーク受入れ(氷丘中)
12(火) 加古川シニア相談会（市民会館）
13(水) 入会説明会

ISO 内部監査（〜５日）

12(水) 入会説明会
17(火) 兵シ協東播ブロック会議

委 員 会 活 動
●第３回福利厚生員会

９月５日(木)

18(水) 入会手続日・就業相談日

・レクリエーション大会の予定及び役割分担

19(木) 第３回理事会

・ふれあいフェスティバル 2019 の予定

接遇講習会・家庭内清掃講習会
高齢者自転車大会
20(金) 安全就業パトロール
ふれあいフェスティバル実行委員会
22(日) 両荘地区親睦会
25(水)～26(木)

近畿 SC 管内職員研修会

28(土) たんぽぽ保育園運動会

●第３回総務・地域活動委員会

９月６日(金)

・中・長期計画検証と見直しについて
・職種別就業ルール策定ＰＴ立上げについて
・第３回地区委員連絡会議の運営について
・ふれあいフェスティバル 2019 の予定

●女性会員拡大委員会

９月 14 日(土)

・ふれあいフェスティバル 2019 の協力予定
・よっといで加古川今後の予定について

10 月 活 動 実 績
２(水) 健康相談会（会員休憩室）
品質目標会議、事務局会議（〜３日）
３(木) 大阪府：茨木市ＳＣ訪問研修交流会で来所
５(土)

氷丘地域親睦会

９(水) 入会説明会
12(土) 平岡地区親睦会（台風のため 11 月 30 日に延期）
16(水) 入会手続日・就業相談日
兵シ協 事務局長会議

●第３回地区委員連絡会議

９月 13 日(金)

・４月～８月の事業実績報告
・当面の予定（世話人会及び配布物の説明）
（配布物）
「シルバーニュース」第 24 号、委員会だより(第２
号)、ふれあいフェスティバル案内、レクリエーション大会
案内、お仕事情報、講習会情報、いきいき美容教室案内等

●第２回業務・就業開拓委員会 10 月４日(金)
・事業の進捗状況について（就業開拓・就業創
出・各種講習会・お仕事情報の提供）

17(木) 接遇講習会・家庭内清掃講習会

・会員に支払う配分金基準額について

18(金) ふれあいフェスティバル実行委員会

・職種別就業ルール策定ＰＴ立上げについて

22(火) 川西・志方地区合同親睦会

●第４回総務・地域活動委員会

11 月８日(金)

26(土) ふれあいフェスティバル２０１９

・第４回地区委員連絡会議の運営について

27(日) 野口地区親睦会

・ふれあいフェスティバル 2019 開催報告

30(水) 兵シ協 事業推進大会
31(木) 健友会地区親睦会

●第３回安全・適正就業推進委員会 11 月 15 日(金)
・事故の発生状況と再発防止策について
・今後の取組みについて

11 月 活 動 実 績
１(金) 品質目標会議、事務局会議

●第４回地区委員連絡会議

11 月 15 日(金)

・４月～10 月の事業実績報告

ふれあいフェスティバル実行委員会

・当面の予定（世話人会及び配布物の説明）

２(土)

レクリエーション大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ)

（配布物）
「シルバーだより」第８号、委員会だより(第３号)、

５(火)

健康相談会（会員休憩室）

お仕事情報、講習会情報等

11 月 活 動 予 定（決定分）

（２月続き）

20(水) 入会手続日、就業相談日

７(金)

第４回女性会員拡大委員会

21(木) 接遇講習・家庭内清掃講習

８(土)

味噌作り講習会

25(月) 広報委員会

12(水) 入会説明会

28(木) 中・長期計画検証・見直し検討委員会

19(水) 入会手続日・就業相談日

第４回理事会
30(土) 平岡地区親睦会（平岡会館）

20(木)

接遇講習・家庭内清掃講習

21(金)

安全就業パトロール
第４回安全・適正就業推進委員会

12 月 活 動 予 定（決定分）
２(月)

健康相談会（会員休憩室）

５(木)

いきいき美容教室
兵シ協

役員研修会（県民会館）

26(水)

ＩＳＯ9001 再認証審査日

３月 活 動 予 定（決定分）
２(月)

健康相談会（会員休憩室）

８(日) 市場まつり（加古川卸売市場）

６(金)

第４回業務・就業開拓委員会

９(月)

11(水) 入会説明会

広報委員会

11(水) 入会説明会

13(金)

12(木) 中・長期計画検証・見直し検討委員会

17(火) 第６回理事会

13(金) 第３回女性会員拡大委員会

18(水) 入会手続日・就業相談日

18(水) 入会手続日・就業相談日

19(木)

19(木) 接遇講習・家庭内清掃講習

第６回総務・地域活動委員会

接遇講習・家庭内清掃講習
第６回地区委員連絡会議

20(金) 広報委員会

26(木)

植木班世話人会、機械除草世話人会

24(火) たんぽぽ保育園 クリスマス会

28(土) たんぽぽ保育園 卒園式

25(水) 兵庫県公益法人室立入検査
27(金) 事務局仕事納め

１月 活 動 予 定（決定分）
６(月) 事務局仕事始め
健康相談会（会員休憩室）
８(水) 入会説明会
９(木)

植木班世話人会、機械除草世話人会

10(金) 第５回総務・地域活動委員会

レクリエーション大会
令和元年 11 月２日（土）に加古川河川敷緑
地河原地区にてグラウンドゴルフ大会を開催
いたしました。
★グラウンドゴルフ成績

会員 34 名参加

２ゲームトータル打数

※敬称略

１位 玉 田

卓

真 （３６打）

２位 矢 野

辰

雄 （４２打）

15(水) 入会手続日・就業相談日

３位 神 田

幸

夫 （４４打）

16(木) 第４回福利厚生委員会

４位 安 田

やよひ

５位 伊 藤

正

岡山県：浅口市ＳＣ研修で来所

接遇講習・家庭内清掃講習

（４４打）

美 （４５打）

17(金) 第５回地区委員連絡会議
23(木) 第５回理事会
24(金) 第３回業務・就業開拓委員会

グラウンドゴルフ大会の準備・運営につきまし
ては、福利厚生委員会の皆様に大変お世話にな

２月 活 動 予 定（決定分）
３(月)

健康相談会（会員休憩室）

りました。
ご協力ありがとうございました。

会員の皆さまへ≪お知らせ≫
配 分 金 支 払 日
就 業 月
11

月

配分金支払日
12 月 13 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

12

月

１月 20 日（月）

１

月

２月 14 日（金）

２

月

３月 13 日（金）

による記事を編集するページを設けていま
す。
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

３

月

４月 15 日（水）

いる何かを紹介するコーナーです。
800 字程度の紹介文と写真数枚

４

月

５月 20 日（水）

※12 月分及び４月分の配分金の支払日は、通常

② 「孫と私」
お孫さんと会員ご本人を写真で紹介す
るコーナーです。

月の支払日より遅くなります。
大変申し訳ございませんが、ご協力をお願い

お写真と名前と一言コメント
③ 文芸欄

いたします。

俳句・短歌・詩その他、会員の文芸を紹

第５回理事会（予定）
◎令和元年 11 月 28 日木曜日

開催予定

・作業棟等移転関連計画（案）承認

介するコーナーです。
なお、
「還流」への投稿につきましては、お
手数ですがセンター事務局までお問い合わ
せください。

・配分金規約の一部改正（案）承認
・正会員の入会報告、委員会の報告
・ふれあいフェスティバルの報告
・レクリエーション大会の報告等

事務局からのお知らせ
会員の皆さまのご意見をお寄せください。
センターが発行する「シルバーだより」(５月・
11 月発行)「還流」(７月・１月発行)「シルバー

第６回理事会（予定）
◎令和２年１月 23 日木曜日

開催予定

・特定費用準備資金等の取扱い（案）承認
・正会員の入会報告、委員会の報告

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。
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。

・令和２年度の主な予定等

https://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/

