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安全・就業心得

初心を忘れずに！

加藤鋼三さん（南５）＝写真＝は、シルバー会員として12年目、南区の安全委員として
７年目を迎える大ベテランです。
今回の就業は南区で一番受注が多い剪定作業に、息の合った会員２人との連携で手際よ
く作業する光景に、お客様も笑顔で見守っていました。
（写真・文＝青木 昭一）
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新しい役員
副理事長

令和３年度定時総会
若林理事長（再任）
理事長

片山 進蔵
（東）

孝

副理事長

若林

荏原 由栄
（南）

理
事

常務理事

（公社）新潟市シルバー人材センターの令和３年度の総会
が６月18日、ホテルイタリア軒で開催されました。昨春から
続く新型コロナウイルスの度重なる拡大に伴い本年度の総会
も出席者の規模縮小という形での開催となりました。
冒頭、若林理事長のあいさつがありました。また、今年も
ご来賓のあいさつおよび講演は中止となりました。
初めに総会定足数報告があり、委任状も含め、本総会は成
立した旨告げられました。以下、議長に東区の笹川明久氏が
選出され議事に入りました。
最初に①令和２年度収支補正予算について②令和３年度事
業計画について③令和３年度収支予算について④会費規程の
一部改正について⑤配分金規程の一部改正について以上５項
目の報告がありました。
続いて以下の４項目の議事が提案されました。①令和２年
度事業報告について②令和２年度決算報告について、監事
による監査報告③定款の一部改正（案）について④役員（理
事・監事）の選任（案）について諮られ、いずれも全会一致
で原案通り承認されました。
以降、新役員のあいさつ、最後に、成田安全委員長による
「安全心得10カ条」の唱和があり無事閉会しました。

岩橋 光彦
事務局長

本間
隆
（市高齢者支援課長）

牛木 正史
広報委員長
（北）

中塚
敦
（中央）

田中
貢
（江南）

市川 正彦
（秋葉）

成田 修武
安全委員長
（西）

本間 忠義
就業対策委員長
（西蒲）

青木 幸子
女性委員長
（東）

長井やよえ
（南）

森合ミツノ
（秋葉）

斎藤早智子
みどり会会長
（中央）

理事長あいさつ（抜粋）

監
事

本日は、昨年に引き続き総会での出席人数についてご協力
いただくことになりました。
また、昨年度の総会から、会員表彰等の授与式を行うこと
にしておりましたが、これも実施できなくなりました。
令和２年度の事業実績につきましては、会員数、契約金額
ともこれまでにない大幅な減少となってしまいました。会
員数は4,415人、契約金額では15億2,598万4千円となりました。
一方、事故発生件数は27件となっております。センターとし
て、今後も安全就業の徹底に努めていく所存です。
国内でもワクチン接種が進んでおりますが、創意工夫でこ
の難局を乗り越え、さらなる努力を重ねてまいる所存でござ
います。

山宮
静
（西）

節目との出会い

ひ
と
言

人はみな、それぞれの節目
や記念日などを持っており、
一つ一つ積み重ねている。
昨年来のコロナ禍は、日常
生活を一変させた。節句や伝
副理事長
荏原 由栄 統文化も自粛などのなか薄れ
てきており残念である。一日
も早い終息を願うものである。
60歳、還暦で定年退職し少し経ってシルバ
ー会員に登録した。あれから干支も丁度一巡
し、一つの節目を超え現在に至っている。こ

豊崎 輝行
（中央）

菅原 芳子
（中央）

のようななか、年々歳々時の流れ時間の早さ
には驚くとともに閉口している。
若いとき初めて海外赴任を命じられ出向し
た。今年で50年の節目を迎えた。当時の出来
事は、私の考え方を変える一つの節目・転機
でもあった。その頃の苦労などは無く、出会
いや感謝と思い出だけが漂っている。
長く生きていると色々の節目に出会うこと
になる。歳だけは、ベテランの域に入ってい
るが、頑張った・感動したなどの印象が強け
れば記憶にもなる。ベテランに恥じない行動
や日常生活の過ごした方をしたいと思ってい
る。
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安全標語

全国統一安全就業スローガン

いつまでも 働く喜び
無事故から

新潟市統一就業安全スローガン

多発する事故を受けて令和
３年６月14日に「緊急警戒情
報」が発令されたわずか３週
間後の７月８日、度重なる事
故の発生で「緊急警戒情報」
が再度発令になりました。令
和３年度に入った４ヶ月間で
賠償・傷害あわせて13件の事
故発生となりました。
見えないコロナウイルスと
の戦いに「ゼロリスク」は難
しいかも知れませんが、我々
の仕事は見えてるものとの戦
いです。
念には念を入れやりすぎる
確認、そして気持ちを引き締
め、真剣に作業に取り組めば
事故を減らす事は出来ます。
「事故を起こさない」を合言
葉に全会員の努力を結集して
事故を減らしましょう。

気のゆるみ

緊急警戒情報発令

一瞬の手抜き
事故のもと

●刈払機での事故が多発しています。
今年度に入り刈払機での飛び石事故が多発しています。
最近では走行中の車両のフロントガラスに傷をつける事
故も発生するなど、とても危険な状況です。熱中症やマ
スク着用による注意力散漫などが事故につながっている
ことが考えられますが、飛び石事故は重大事故に直結し、
EIC保険エージェンシー 人身事故に発展した場合には多額の民事賠償のみならず、
株式会社 刑事罰を受けることになります。「事故は起こしても起
リスクコンサルタント
こされても幸せになる人は誰もいません」今一度作業内
小 林 修様 容を見直し、飛散防止ネット使用、危険予知、往復刈り
禁止などを徹底して、事故を防ぎましょう。

賠償・傷害事故発生状況（2021年４月１日〜７月29日現在）
賠償事故
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

日付

就業内容

事故状況
木の根を鍬で起す際に浅埋めの水道管を破損させ
3.5.20 除草作業
た
機械で除草作業中、石をはね車両のガラスを破損
3.6.2 除草作業
させた
3.6.8 焼却施設管理 焼却施設でゴミ以外の物まで一緒に焼却処分した
機械で除草作業中、石をはね車両のガラスを破損
3.6.14 除草作業
させた
3.6.17 網戸の張替え 落下による網戸のゆがみと部品の紛失
3.6.29 樹木の剪定
剪定作業中に誤って電話線を切断した
機械で除草作業中、石をはね車両のガラスを破損
3.6.29 除草作業
させた
3.7.19 除草作業
機械除草中に誤って電源コードを切断した
機械で除草作業中、石をはね建物のガラスを破損
3.7.25 除草作業
させた（防護ネット未設置）

傷害事故
No

日付

就業内容

1

3.4.2

清掃作業

2

3.5.14 除草作業

3

3.6.1

4

3.6.13 施設内清掃

剪定作業

事故状況
立ち上がるとき上部の洗い場に頭を打ちつけ頸椎
を痛めた
アイドリング中の刈払い機に触れて指を切った
剪定作業中、バランスを崩して脚立から転落して
肋骨を骨折した
清掃作業中に車椅子につまづき転倒、左手首骨折

安全講習会は年度内一回必ず受講しましょう

連載 安全ですか !!

江南区

佐久間

安全委員

栄一

「若さを保つ」秘訣

ドイツの生物学者、近代実験発生学の
納得の理屈である。
父と言われた「ルーの三原則」と言うの
「若さを保つ」秘訣のその一は 水分
がある。「Ⅰ・使わなければ退化する。 補給 を行うこと、人体の60〜70％は水
Ⅱ・ほどよく使えば発達する。Ⅲ・使い である。成人で一日2.5ℓの水が必要と
すぎれば損なわれる」というものである。 される。老化＝水気が無くなること。
病気や怪我、事故に対する危険率は、
秘訣のその二は何か、 適度な運動
年齢が上がるほど高くなる。
である。激しい運動は必要ない。
ならば病気や怪我、事故に対する安全
一番良いのは、歩くことである。老化
率を高めるには、いつまでも若くいれば は足から始まる。
いい、若さを保てばいい、と言う事にな
水分補給 と 適度な運動 を続け
る。
る。老婆心ながら一言アドバイスを。
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織田

俊明さん

いきいき会員
秋葉３

金沢町

野田

良夫さん

先輩方に感謝

毎日が新鮮

北12 早通南 小熊 澄子
今年６月入会。除草
を担当しています。不
慣れなこともあり筋肉
痛で大変な仕事と感じ
つつ、でも先輩方のパ
ワーと明るさにとても元気づけて
もらっています。皆さんの頑張り
が町をきれいにしているのだと思
うと尊敬とやりがいを感じます。

職場の和と健康

江南３ 大渕 斉藤 伸子
入会して３年目。色
々な講習会に参加して
勉強させて頂き、あり
がたく思っています。
仕事は、１人暮らしの
方の食事作りでしたが、身の廻り
のお世話もするようになり、手が
回らず、５月から介護施設に通い
本人も私も喜んでいます。

思いやりの精神で

北８ 嘉山 高橋 泰通
入会して11年。職場
の仲間に支えて貰いな
がら 和 と健康を考
えつつ何とかここまで
やってくる事ができま
した。今はコロナ禍ではあります
が、趣味を持ちながら、日々元気
で楽しく生活できたらと思います。
今後ともよろしくお願いします。

定年後の時間を大切に

南12 大通南 長崎 正明
入会して３年になり
病院駐車場の案内業務
をしています。患者様
や付き添いの方など１
日300人位が来院され
ますが、いつも明るい挨拶と思い
やりの精神を座右の銘にして、来
院される皆さまを笑顔で迎え、頑
張っていきたいと思います。

元気な笑顔に会いたい

西蒲16 升潟 田中 正義
現在は、西蒲事務所
で業務委員として就業
対策委員を担っていま
す。以前の仕事はファ
イアーマンで、定年を
機に家業の農業に取り組んでいま
す。健康とも相談しながらシルバ
ー人材センターの行事に、積極的
に参加していきたいと思います。

歌

いきいき文芸

短

西９ 上新栄町 徳永千代子
五月晴れ 心はくもり へんい株
希はひとつ ワクチン注射

句

ささ団子 ふるさとの味 この季節
母の手作り そっと 偲ぶなり

20

西２ 平島 川口 正弘
入会して９年。除雪
要員の仕事のみです。
みどり会の諸行事で皆
さんとお会い出来ず淋
しい日々を過ごしてい
ます。コロナ禍が終わったら皆さ
んの笑い声に出会える日もすぐで
しょう。皆さんの元気な笑顔に会
える日を楽しみにしています。

俳

孫の声

早通 米山 龍治
江南
水草や 泥鰌昼寝か 泥の上

月は真上と

柳

時が過ぎ

栄 本間 忠義
止まらぬ長雨
部屋暮らし

18

走れども

西蒲
梅雨空の

11

川

言い分け論議

西蒲
赤鏥 長野 清司
ジージーバーバーと呼ばれ
目尻がつい下がり

国会は

文芸作品を募集しています

またこちらに来てから始められた
囲碁に、熱中しているそうです。
観音様などの木彫や、富士山や
伊豆大島などの景色を題材にした
絵画など、多彩な作品をみどり会
の余技展に出展していただいたり、
シルバー人材センターの活動にも
積極的に参加しておられます。
最近の１日は30分ほどの朝の散 活力を生むそうです。
歩から始まります。伊東市のころ
若いころから苦労は多かったが、
の散歩と比較して、当地は平坦で 先輩・上司に恵まれ、支えてもら
歩きやすく、時間が短く感じられ ってきたお蔭で現在に繋がってい
るとのこと。散歩を終えた後、ネ るとのことです。人との繋がりを
ットで行政面のニュースを幅広く 大切にして、自然災害への適切な
確認して、自身の体験からの提案 対応の提案など地域社会への貢献
を考えてみるそうです。その後、 に心がけておられ、意欲的な生活
好きな趣味を楽しむことが、次の に感心しました。（渡辺 文廣）

13

○応募方法
各区の事務所または本部へお寄
せください︒

梅雨の晴れ間、秋葉事務所で野
田良夫さんと待ち合わせて、お話
を伺いました。最初に切り出され
たお話は防災について、ご自身の
体験から、防災無線の必要性を痛
感しているとのお話でした。伊豆
の方でご活躍され、退官後に奥様
の出身地の秋葉区に住まいを移さ
れたそうですが、伊東市にお住い
の時の災害で防災無線の活用によ
り被害の大小を左右した経験をさ
れたとのことです。そのため、現
地域での被害をより小さくしたい
との思いから、防災に関する提案
を考えているとのことです。
また、趣味も多彩で、カラオ
ケ・絵画・彫刻・楽器演奏など、

趣味を楽しみながら社会貢献

会 員
ひろば

新中浜
西
峰村 喜代春

らは国家資格取得が自分のために
現在は軽作業班に在籍されてい
なる！」と悟られたそうです。
ます。当時を振り返り「師匠の厳
そうした中、知人の紹介で某運 しく的確な指導で、早く独り立ち
送会社に社長として迎えられる事 ができた」と感謝の意を語られま
に。しかし、社長とはいえ全て一 した。ご趣味は？の問いにすかさ
人でこなさければならない事を痛 ず「読書」と答えられました。就
感。また、社員や取り巻く環境と 寝前の読書が最高だとか。また昭
の軋轢が生じるなど、 当時は大 和史にも随分詳しいなど博学多才
変な労力を費やした と懐古され な面ものぞかせます。さらに畑仕
ます。郵便局勤務及び数々の仕 事にも精を出しておられ、近所の
事での思い出話が続きます。そ 畑で「野菜づくりが楽しみ」と語
んな折平成24年にシルバーに入 られます。「芽が出たのを見ると
会。仕事がない日が続いていたあ ワクワクする」と嬉しそう！
る日、東事務所から「ガラス磨き
活力の源は 基礎体力づくり
講習会」の案内をもらい早速参加。 とおっしゃいます。「今もスポー
「当時の講師が熊倉さんでした」 ツセンターで汗を流しています」
と懐かしく語られました。
とにっこり。
（坂上 義興）

園

もえぎ野

私の一枚

田

７月初旬、東事務所で織田さん
にお話しを伺いました。今回初め
て 山あり谷あり に満ちた人生
を垣間見ることができました。
県内の銀行にお勤めされていた
織田さんが54歳の時、会社の経営
破綻というショッキングな出来事
に遭遇。以降、数々の仕事を経験
することに…。その当時「これか

東８

陽光を浴び実りの秋へ

健康と人とのふれあいを大切に
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各区いきいき活動
女性向け活動説明会開催される（中央区）

安全パトロール実施（西区）

７月26日、新潟ユニゾンプラザで新型コロナ対
策を徹底するなか、女性会員の拡大促進を目指し
た女性委員会が主催する「女性向け活動説明会」が
開催されました。女性会員の主な仕事について説
明するとともに日ごろ活動（仕事）している女性会
員（３人）と司会者とのパネルディスカッションで
は、仕事をやってみての印象や体験談またご家族
からの励ま
し等が語ら
れ11人の参
加者はシル
バー人材セ
ンターに関
心を深めて
いるように

７月14日、自治会からの除草依頼を受けて五十
嵐一の町「緑ヶ丘公園」で作業中の除草グループ
横山班を西区の安全委員と安全委員長の２人がパ
トロールを実施しました。班長から「安全な作業
は、チームプレーが重要です。細部まで決め事を
作り意思統一を図る。作業内容を厳守すれば事故
は未然に防げます。これからも無事故を継続しま
す」と熱心
に語る班長
に安全委員
長から「こ
れからも無
事故でお願
いします」
と激励しま

感じました。

した。

筆耕グループ全体会議開催（東区）

剪定講習会実施（江南区）

６月７日、東事務所において本部から担当課長、
担当職員を迎え、令和３年度「東区筆耕グループ
全体会議」が６人の出席者のもとで開催されまし
た。最初に「令和３年度事業計画」について提案
がありました。自主講習会を基本に「技能講習
会」、「年賀状講習会」、「賞状講習会」などを適

６月１日、江南区早通の今泉様宅の庭園を会場
にして、剪定作業に詳しいシルバー会員の熊倉さ
んを講師に迎え、剪定講習会が開催されました。
参加者は９人。ミーティングで今回の作業確認
と使用器具の点検を行いました。最初に庭園内の
松を教材に講習を開始しました。新芽を残し、伸

宜開催することを承認・確認しました。
その後の
意見交換で
は、文字や
自主研修会
のテーマな
どについて、
積極的な意
見が交わさ
れました。

びて立ち上がっている芽を全体のバランスを考え
ながら慎重
に切り取っ
ていました。
切り終わ
った松は、
すっきりし
て涼しそう
に感じられ
ました。

広報担当

文・写真

中央区

杉田

・

西区

高見

・

東区

坂上

・

江南区

大澤
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令和３年度

2021 年（令和３年）9 月 1日

事 務 所 だ よ り
会員表彰・安全標語表彰（敬称略）

会員表彰名簿（32 人）

安全標語表彰（３人）

【中央区】
【北 区】
【東 区】
渡辺 とむ
高橋
直
北原 佑子
豊崎 輝行
目黒 憲昭
村尾
進
斎藤 邦夫
岩橋
宏
佐藤 廣子
木村喜代子
加門三千代
【江南区】
【秋葉区】
【南 区】
熊谷
茂
長谷川 勇
藤川 武文
後藤 一史
古川 和明
宮里千代子
大竹 勝敏
若佐
茂
小日山知博
広嶋 為吉
塩原 忠雄
長井 哲雄
【西 区】
【西蒲区】
西村門一郎
江川 貫三
花岡 元基
西山 澄夫
澤田 正夫
深澤カヅ子
樋口美保子
本間 忠義
大久保久治

最優秀賞
佳
作
佳
作

徳永千代子（西区）
横木
博（秋葉区）
荏原 由栄（南区）

最優秀賞
（令和３年度新潟市シルバー人材センター安全標語）

「気のゆるみ

一瞬の手抜き
事故のもと」
徳永千代子（西

佳

区）

作

「安全は一人ひとりの意識から
共に築こう安全職場」
横木

佳

博（秋葉区）

作

「油断・過信と思い込み
なくせ無くそう事故の元」
荏原

由栄（南

区）

９月に各事務所にて、会員表彰及び安全標語表彰を行う予定です。

令和３年度 安全講習会日程表（10月〜12月）
〜安全講習会は「年度内 1 回」の受講義務です。〜
・申込方法
・申込先

事前申込（全会場人数制限あり）
新潟市シルバー人材センター本部及び
事務所 ☎025-241-3541
※会場については、申込時にご案内いたします。
また、会場の都合により日程が変更となる場合が
あります。
10月

11月

12月

時間

備考

北

区

４日

２日

２日 13時30分〜 第２営業日

東

区

25日

22日

27日 13時30分〜 第４月曜日

中央区

13日

10日

８日 10時〜

江南区

６日

10日

１日 13時30分〜 第１水曜日

秋葉区

１日

１日

１日 13時30分〜 毎月初日

南

区

20日

17日

15日 13時30分〜 第３水曜日

西

区

20日

17日

15日 10時〜

西蒲区

20日

17日

15日 ９時30分〜 第３水曜日

◇持参するもの…安全手帳

第２水曜日

第３水曜日

令和３年度
中期計画 目標達成状況（４月〜６月）
（1）会員数
区

分

合

計

令和３年度目標値①

5,391人

令和３年度事業実績（６月末現在）②

4,182人

目標達成率（％）②÷①

77.6％

（2）就業率（派遣事業を除く）
区

分

合

計

令和３年度目標値①

75.1％

令和３年度事業実績（６月末現在）②

63.0％

目標達成率（％）②÷①

83.9％

（3）契約金額（派遣事業を含む）
区

分

令和３年度目標値①
令和３年度事業実績（６月末現在）②
目標達成率（％）②÷①

合

計

1,600,000,000円
423,454,956円
26.5％

2021 年（令和３年）9 月 1日
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プラチナ会員制度のご案内
就業はしなくてもいいけれど、シルバーの活動に参加したい方へ
令和４年4月より「プラチナ会員」制度が開始します。
「プラチナ会員」制度とは、在籍５年以上で就業は希望しないけれども、センター事業に協力しセン
ターへ所属することを希望する方に、引き続き会員として在籍していただく制度で、センター行事やみ
どり会の活動に参加することができます。
登録を希望される方は、各事務所にプラチナ会員届を用意してありますので、必要事項を記入し提出
してください。
就業

センター主催の行事

みどり会の活動

年

会

費

一般の正会員

〇

〇

〇

2,000 円 互助会費 1,000 円

プラチナ会員

×

〇

〇

1,000 円 互助会費 1,000 円

正会費

1,000 円

正会費

0円

配偶者減額制度のご案内
ご夫婦でシルバー会員に登録されている方へ
令和４年4月より夫婦会員減額制度が開始します。
夫婦会員減額制度とは、会費減額申請書を提出することで、夫婦で登録される方の配偶者の会費が減
額される制度です。
減免を希望される方は、受付は９月１日からとなり、各事務所に会費減額申請書を用意してあります
ので、必要事項を記入し提出してください。

配分金支払日の変更について
令和４年４月より配分金の支払日について、派遣事業と同じ翌月25日に変更させていただきます。ま
た、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の前日に繰り上げてお支払いたします。

令和２年度 補正予算の訂正（お詫び）
令和３年度定時総会議案書の一部訂正について
令和３年度定時総会議案書について、一部誤りが
ありましたのでお詫びして訂正いたします。正しく
は下記の通りとなります。
報告第１号
令和２年度収支補正予算 収支予算書（損益ベー
ス）収支予算書内訳表
（収支予算書内訳表 ６ページ正誤表）
科

目

公益目的事業会計 / 公１ 公益目的事業会計 / 公１
正

誤

評価損益等調整前
当期経常増減額

△ 11,768,000

△ 11,960,000

当期経常増減額

△ 11,768,000

△ 11,960,000

当期一般正味財産
増減額

△ 11,768,000

△ 11,960,000

一般正味財産期末
残高

△ 8,686,393

△ 8,878,393

正味財産期末残高

△ 8,686,393

△ 8,878,393

ゆうちょ振込手数料の変更について
ゆうちょ銀行の法人向けサービスの見直しに
伴い、配分金振込手数料が令和４年４月１日か
ら有料化となります。振込金額を問わず、１回
当たりの振込手数料は66円です。
これは会員負担となり、配分金から引かせて
いただきます。ゆうちょ銀行の全国的な変更と
なりますので、何卒よろしくお願いいたします。

あ

と

が

き

オリンピックも終わり、異常ともいえる暑さ
も少しやわらいだようですが、コロナ禍の勢い
が止まりません。私たちの不安もさらに増し、
気分もすぐれません。緩みを廃し、自粛生活を
さらに徹底していきたいと思います。少しでも
早い終息を願わずにはいられません。
さて、新しい年度に入り、役員の移動があり
新たに南区の青木委員が加わりました。新しい
メンバーを迎えフレッシュな面も大いにとりい
れ、さらなる誌面の充実を求めて、広報委員一
同コロナ禍ではありますが、頑張っていきたい
所存です。
（牛木）

