令和元年度 第１号 （令和元年７月発行）

総務部会
第１回総務・地域活動委員会 （令和元年５月 10 日（金）10:00～12:00）
(1) 令和元年度総務・地域活動委員会の予定と内容について
一部役員の改選（第 54 回定時総会）
、第３次中・長期計画の検証と見直しに関すること、組織運営の
活性化及び効率化に関すること、事務局の効率的運営に関すること、施設の移転に関すること、センタ
ーの地域貢献活動に関すること（ボランティア活動の推進等）
(2)

第１回地区委員連絡会議の開催について
世話人会の開催、配布物の検討、第 54 回（令和元年度）定時総会の案内・議案書等の配布、定時総会
当日の役割分担等を協議・決定

(3)

シルバーふれあいフェスティバル 2019 の開催予定について

第１回地区委員連絡会議 （令和元年５月 17 日（金）14:00～15:30）
(1) シルバーの現状について報告（30 年度事業実績・第１回理事会報告・年間予定）
(2) 当面の予定について
・世話人会の開催について依頼（５/17～19）
・配布物（第 54 回定時総会関係（総会通知、議案書、出欠届（はがき）、 加古川市シルバーだより第
７号、会員お仕事情報№３・№４、講習会情報№２、防ごう！熱中症とハチ、毛虫に気をつけまし
ょう！、健康相談会案内、スマイル・スマイル教室案内、同好会案内、丸大食品依頼の「丸大の夏
のギフト」）の説明
・令和元年度定時総会の開催と当日の役割分担について
第２回総務・地域活動委員会 （令和元年７月５日（金）10:00～12:00）
(1) 事業実績について（実績グラフで説明）
(2)

第２回地区委員連絡会議の開催について
世話人会の開催、配布物の検討、当面の予定等検討・決定、還流第 75 号説明

(3)

シルバーふれあいフェスティバル 2019 の開催について

(4)

新体力テスト（65 歳〜79 歳）の実施について

(5)

その他会員

日程は事務局一任で実施する

付与ポイントの状況のアナウンス、公用車にドライブレコーダーを順次設置すること

第２回地区委員連絡会議 （令和元年７月 12 日（金）14:00～15:30）
(1) シルバーの現状について報告（事業実績）
(2) 当面の予定について
・世話人会の開催について依頼（７/12～14）
・配布物（「還流」75 号、会員お仕事情報№５・№６、講習会情報№３／らくらくスマホ体験会案内、委
員会だより令和元年度第１号、体力測定に参加しよう、防ごう！熱中症とハチ／毛虫に気をつけまし
ょう！、ボウリング大会案内、新米注文案内、年金セミナーのご案内／相続の基礎知識ご案内、公益
財団法人ダイヤ高齢社会研究財団とシルバーの共同研究 会員参加型セルフチェックシステム参加
のご案内
・令和元年度地区・地域親睦会の実施状況及び予定について

第１回福利厚生委員会 （平成 31 年４月 25 日（木）14:00～16:00）
(1) 会員親睦旅行の実施及び準備等について
５月９日（木）バス３台 秀徳理事、長谷川理事、職員１～２名
５月 12 日（日）バス２台 都倉理事、職員１～２名
緊急連絡先の活用、保健師・看護師の同行。９日 秀徳理事、12 日

有馬会員

(2) レクリエーション大会の予定
ボーリング大会 ９月に開催 パークボウル ２ゲーム 参加費 1,000 円
グラウンドゴルフ大会 11 月に開催 河川敷緑地 ２ゲーム 参加費 500 円
輪投げ大会 ２月か３月に開催 人権文化センター ２ゲーム 参加費 500 円
※３大会ともセンターから、参加費同額程度の補助。昼食なし。全員に賞品あり。
第２回福利厚生委員会 （令和元年７月４日（木）14:00～15:30）
(1) 令和元年度親睦旅行の反省会
事故なく、病気なく無事で良かった、受付方法の変更の検討、バスの入り口で受け付けの確認をする、
黒潮市場が良かった、
（行先について）行く前は不評、行った後は好評だった、来年度は平日に２日、各
バス２台（80 人）の規模で実施する。
(2)

(3)

レクリエーション大会の開催について
ボウリング大会（９月３日火曜日・ニッケパークボウル）について協議・決定
※ 詳細は案内をご覧下さい。
シルバーふれあいフェスティバル 2019 の予定について

(4) 各種同好会等の活動状況について
① 平成 30 年度助成金支払い実績 グラウンドゴルフ同好会、手芸クラブたんぽぽ、そば打ち同好会、
カラオケ同好会、絵画愛好会、銀歩会に各 10,000 円助成。
※ 新規発足同好会 ボウリング同好会（６月から活動開始）
② 同好会、クラブ活動における非会員の取扱いについて
令和２年３月 31 日をもって非会員については脱会していただくこととする。
各同好会の代表を集めて、事務局より説明をする。
第１回シルバーふれあいフェスティバル 2019 実行委員会
（令和元年７月 19 日（金）13:30〜15:30）
(1) 委員自己紹介、委員長・副委員長の選任

予定

(2) 開催目的・日程・場所・内容・ＰＲの方法・スケジュール等について協議検討
日 程
令和元年 10 月 26 日（土）10:00～15:30
場 所
イオンタウン加古川 セントラルコートの一部及び周辺駐車場
第１回広報委員会 （令和元年５月 22 日（水）13:30～15:30）
第２回広報委員会 （令和元年６月 11 日（火）15:00～17:00）
「還流」75 号（令和元年７月１日発行）編集会議

センターでは「会員主導・地域密着型のセンターを目指して」会員の皆さまの貴重なご意見等を
事業に反映するため部会・委員会活動の活性化に取り組んでいます。ちょっとしたアイデア、就業
に関する提案等がございましたら、気軽にご一報ください。
公 益 社 団 法 人 加 古 川 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー
☎０７９－４２１－１２０７ FAX０７９－４２１－４１４１

事業部会
第１回業務・就業開拓委員会 （令和元年６月７日（金）13:30～15:30）
(1) 本年度の取組みについて
◎ 就業開拓：
（事業所向け）センターで既に受注済みの事業所や経済団体を通じて紹介を受けることの
きる事業所を対象に「シルバー派遣事業」ＰＲに努める（７～９月）。（家庭向け）シルバー事業ＰＲ
用チラシを加古川市の広報誌と同時に全戸配布する（７月、10 月、３月）
◎ 就業創出（来年度から開始する新規事業の検討）、ポスティング班の強化（ポスティング応援隊の強
化）
、各種技能講習会の計画・実施（令和元年度の計画）
◎ 会員へ支払う配分金（令和元年度最低賃金の改定時期から来年１月下旬にかけて検討）
◎ 会員への仕事の提供（電話による提供・会員お仕事情報による提供の強化、センターＨＰお仕事情
報による提供の強化、会員休憩室に掲示しての提供の強化）
◎ 職群班活動の活性化（受注作業のしくみの活性化）
◎ 業務世話人会の運営（ＩＳＯ9001 業務世話人会の活性化）
◎ 就業相談窓口の運営の強化について、未就業会員、仕事の少ない会員への対応（就業情報の発信、
期間を設定した就業相談会の開催等）
◎ 就業活動中の諸問題の検討について
◎ 会員増強の取組みについて 夫婦等会員優遇制度（59 組）、プラチナ会員制度（19 人）、事業参画ポ
イント制度の活用
(2)

その他(意見交換)

第１回安全・適正就業推進委員会 （令和元年６月 21 日（金）10:00～12:00）
(1) 発生事故の状況聴取（会員治療中のため次回委員会に延期）
(2)

平成 30 年度事故発生状況のまとめ
期

傷害事故

損害賠償事故

交通事故

平成 30 年度４～３月

５件

５件

２件

12 件

平成 29 年度４～３月

４件

10 件

２件

16 件

＋１件

△５件

±０件

△４件

傷害事故

損害賠償事故

交通事故

令和元年度４～６月

１件

０件

０件

１件

平成 30 年度４～６月

１件

３件

０件

４件

±０件

△３件

±０件

△３件

＋増

間

△減

(3)

平成 30 年度委員会の活動状況の説明

(4)

令和元年度委員会の年間予定の説明

(5)

当面の予定について協議・決定

令和元年度
期

＋増

合

計

事故の発生状況
間

△減

合

計

第１回女性会員拡大委員会
(1) 前年度活動報告

（令和元年６月 14 日（金）13:30～15:30）

(2) 令和元年度委員会の活動予定と内容について協議・決定
◎ 委員会の予定 ６月 14 日、９月６日、12 月 13 日、２月７日
◎ 「よっといで加古川」の予定
・年金について
８月３日（土） （予定）
・相続の基礎知識 ９月 28 日（土） （予定）
・味噌作り
２月８日（土）
(予定)
・資生堂化粧療法 いきいき美容教室 11 月下旬〜12 月初旬
・ヤクルト工場見学（三木市）
３月か４月

令和元年度各委員会の予定（時系列）
月

日

会

議

名

月

日

会

議

名

４月 25 日（木）

①福利厚生委員会

10 月４日（金）

②業務・就業開拓委員会

５月 10 日（金）

①総務・地域活動委員会

11 月上旬〜12 月上旬

②広報委員会

５月 17 日（金）

①地区委員連絡会議

11 月８日（金）

④総務・地域活動委員会

５月初旬〜６月中旬

①広報委員会

11 月 15 日（金）

③安全・適正就業推進委員会

６月７日（金）

①業務・就業開拓委員会

11 月 15 日（金）

④地区委員連絡会議

６月 14 日（金）

①女性会員拡大委員会

12 月 13 日（金）

③女性会員拡大委員会

６月 21 日（金）

①安全・適正就業推進委員会

１月 10 日（金）

⑤総務・地域活動委員会

７月４日（木）

②福利厚生委員会

１月 17 日（金）

⑤地区委員連絡会議

７月５日（金）

②総務・地域活動委員会

１月 16 日（木）

④福利厚生委員会

７月 12 日（金）

②地区委員連絡会議

１月 24 日（金）

③業務・就業開拓委員会

７月 19 日（金）

安全就業パトルール

２月７日（金）

④女性会員拡大委員会

８月 30 日（金）

②安全・適正就業推進委員会

２月 21 日（金）

安全就業パトルール

９月５日（木）

③福利厚生委員会

２月 21 日（金）

④安全・適正就業推進委員会

９月６日（金）

③総務・地域活動委員会

３月６日（金）

④業務・就業開拓委員会

９月６日（金）

②女性会員拡大委員会

３月 13 日（金）

⑥総務・地域活動委員会

９月 13 日（金）

③地区委員連絡会議

３月 19 日（木）

⑥地区委員連絡会議

センターでは「会員主導・地域密着型のセンターを目指して」会員の皆さまの貴重なご意見等を
事業に反映するため部会・委員会活動の活性化に取り組んでいます。ちょっとしたアイデア、就業
に関する提案等がございましたら、気軽にご一報ください。
公 益 社 団 法 人 加 古 川 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー
☎０７９－４２１－１２０７ FAX０７９－４２１－４１４１

