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定年・Ｕターン後の生きがい

斉藤克雄さん（西蒲８）＝写真＝は、シルバーに入会して２年。
定年後、埼玉県から生まれ故郷の西蒲区角田浜にＵターンしました。すぐにシルバー人
材センターに入会し、現在は除草（手刈り）グループに所属しています。
昨今の人手不足から貴重な人材であり、他の会員とともにがんばっています。
（写真・文＝本間 忠義）
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令和４年度定時総会開催される

６月17日、新潟市のホテルイタリア軒において
昨年同様、新潟市シルバー人材センターの令和４
年度の定時総会が開催されました。
2020年から続く新型コロナウイルス感染拡大
の勢いは下火になってきたとはいえ、本年度も出
席者の規模を縮小しての開催となりました。
熊倉次長の開会宣言に続き、冒頭若林理事長の

理事長あいさつ（要旨）

挨拶で開会されましたが、本年度も残念ながら講
演会は実施されませんでした。
定数報告については委任状も含め過半数に達し
ており、総会は成立した旨告げられました。
今総会の議長には中央区の銭谷芳富さんが選出
され議事に入りました。
最初に岩橋事務局長から下記の３項目が報告さ
れました。①令和３年度収支補正予算について②
令和４年度事業計画について③令和４年度収支予
算について。続いて下記の４項目の議案が提案さ
れました。①令和３年度事業報告について②令和
３年度決算報告について 監査報告③役員の報
酬等及び費用に関する規定の一部改正（案）につ
いて④補欠理事２人の選任（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２人の挨拶があり、議長退任。最
後に成田理事による「安全心得10カ条」の唱和で
締め括り、無事閉会となりました。
広げセンターの活動情報を発信する取り組みや、
女性会員による手作り作品の郵便局での「無人販
売」を開始するなど新たな事業の展開・試みも開
始いたしました。
新規事業として「デジタル化推進事業」「ふる
さと納税返礼品導入事業」への取り組み、中期財
政計画においては消費税によるインボイス制度の
検討を進めて参ります。
この４月より運用いたしました「プラチナ会員
制度」「配偶者年会費減額制度」を広く周知する
ことにより、新たな媒体を活用してのＰＲ活動に
も積極的に取り組み、役員及び事務局職員一丸と
なり努力してまいる所存であります。
事

ひ
と
言

新潟駅前の街頭ＰＲ活動で
シルバー人材センターについ
て訪ねました。「聞いたこと
はありますが除草でしょ」
また、センター事業説明会
の参加者は「仕事が多くある
理 事
中塚
敦 のに驚きました。入会して経
験を活かそうと思います」
センターの仕事は除草作業や駐車場管理な
どを思い浮かべる人が多いようです。今では
経験を活かしやすい多種多様な仕事にまで広
がり、会員はいきいきと就業しています。

理

５Kの魅力

新しい役員

本日は、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、ご出席い
ただきました皆さまの健康を最優
先とし、本総会の出席人数につい
て、協力いただくご案内となりま
した。令和３年度の事業実績につきましては、会
員数、契約金額ともに、これまでにない大幅な減
少となりました。特に会員数は、前年度比で336
人減の4,079人で、今年度は会員拡大の取り組み
を強化してまいります。
契約金額では、労働者派遣事業、有料職業紹介
事業及び介護保険事業は微増となりましたが、請
負・委任が減少したことにより前年度比1,990
万１千円減の15億608万３千円となりました。
令和３年度の事故発生件数は、傷害事故が10件、
賠償事故が22件で、６件増の32件となりました。
今後も、センターとしてこれまで以上に注意喚起
を行い、安全就業の徹底に努めていく所存です。
令和３年度は、ツイッターを活用し、年齢層を

事業展開の積極的推進と
新媒体を活用しＰＲ活動の取り組みを！

高見栄三郎
（西区）

田中

貴子

（市高齢者支援課長）

シルバー人材センター５Ｋの魅力とは
①これまでの経験を活かせるＫ
②地域社会に貢献するＫ
③地域を活性化させるＫ
④共働・共助のＫ
⑤健康維持・増進のＫ
センターの課題は会員の拡大です。このセ
ンター５Ｋの魅力をいきいきライフにチャレ
ンジしようとしている人に、どこでどう知ら
せていくかが重要で会員拡大に繋がります。
今年度から導入した新聞折り込みのご案内
や各区役所での動画放映は、実に新鮮で市民
のみなさんの心に響き大変有効に思います。
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令和４年度 安全講習会より
令和４年７月12日新潟ユニゾ
ンプラザにおいて、令和４年度
安全講習会が開催されました。
開催にあたり若林理事長あいさ
つの後、中塚安全委員長のお話
EIC保険エージェンシー しがありました。参加者は安全
株式会社 委員並びに日頃屋内・屋外でご
リスクコンサルタント 活躍されている各グループから
小 林 修様 58人が出席しました。
昨年に引き続き、講師にＥＩＣ保険エージェン
シー株式会社リスクコンサルタントの小林修様を
お招きし、「事故削減はリーダーの目配りから」
〜事故事例から見るリーダーの役割と危険予知の
重要性〜と題して講演をいただきました。講師か
ら「皆さまに伝えたいこと」として、次の３つが
伝えられました。
①事故は起こしても、起こされても幸せになる人
はひとりもいない。
②シルバー人材センターの事故の９割は防ぐこと
のできる事故である。
③本気で止める気になれば、事故は止まります。
『無事にうちに帰る』ことが最大の目的です。
と冒頭に話されました。
次に、現場作業におけるリーダーの役割として、

目配りの重要性を指
摘されました。特に
求められる心構えは
「勇気」「愛情」そ
して「根気」と言い
ます。リーダーとし
ての思いやり・気配
り、そして見て見ぬふりをしない「コミュニケー
ション力」の勇気ある行動が事故を減らす大きな
要因であると強調されました。表−１に経年毎の
賠償事故発生状況を示します。
最後に、本講演全体を通して伝えられた「全員
が無事に家に帰る」という言葉は、参加したリー
ダー・班長全員の心に強く響いたことでしょう。
どんな仕事に就いても無事に帰ることが何よりで
あることを改めて考えさせられました。
そして、愛知県シル 表−１
年度
新潟市 全県平均
バー人材センターの
連合会製作による安 2018年
16件
5.2件
全就業啓発ビデオは、 2019年
21件
5.2件
リーダーのあるべき 2020年
17件
4.7件
姿について、強く心 2021年
22件
5.5件
を打たれた思いであ 2022年
6件
―
りました。
※2022年は７月10日現在

新潟市安全就業スローガン受賞作品
最優秀賞

連載 安全ですか !!

北区

諸橋

安全委員

隆平

佳

作

佳

作

・事故防止

一人ひとりが

責任者
西蒲区 海藤 龍彦さん
・思い込み 過剰な自信が 怪我のもと
西 区 徳永千代子さん
・気を抜くな 気づき 気づかせ 事故防止
秋葉区 市川 正彦さん

いざ仕事に向かう心構え

私は現役を卒業した後「健康の維持と
生き甲斐・社会貢献」にも繋がり、多少
実益も得られるシルバー人材センターの
会員登録を選びました。現役時代と違っ
た働き方の思いですが、働くとはセンタ
ーの目的と合わせ、仕事の依頼者へ要望
に応じた成果を返す、当然ながら責任が
伴う関りは現役と変わらない。そんな思
いで仕事に当たっております。いざ仕事

に向かっては、自分の年齢・健康・安
全行動を踏まえ、抜かり無く手順と対
策、環境を意識して、仕事に向かうよう
心掛けております。仕事に関連してのケ
ガ、損害を与えた等々全て、省略・手抜
き・不安全行動の結果です。信頼信用を
失くさない様にシルバー会員の一人とし
て、まだあると思われる人生を過ごした
いと思います。
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出会ったご縁を大切に

健康はたくさんの人との出会い

６月27日激しい雨と雷の中、西
区役所で行われていた「食生活改
善推進委員」のグループに参加す
る徳永さんに会いに行きました。

西９

上新栄町

徳永千代子さん

シルバーに入会されて２年、家 けです。市の文芸作品３種に出し
事援助の仕事に就きながら色々な たこともあります」徳永さん若さ
活動を行なっておられるとの話で の秘訣は何ですか？「今一人暮ら
すが、どんな活動ですか。
しですが、たくさんの方と出会っ
「そうですね前職を生かして食 てお話して、どんな事も駄目と言
に関した事が多いですかね」
わずやってみることですかね！」
たとえば？「食の改善や推進と と笑顔で話されました。私も徳永
いった活動です。市から資格の認 さんから勇気と自信を貰いお礼を
定書も頂いています。自治会では 言った後、お別れしました。
福祉育成部長やパッキング講習会
（高見栄三郎）
の普及活動などもやらせて頂いて
います」すごいですね。「いいえ
年が年ですから出来ることに限
りがあります」失礼ですがおいく
つですか？「もう81歳になりまし
た」あと短歌や川柳、俳句など
センターにたくさん投稿を頂いて
いますが、文芸も堪能なのですね。
「いいえ暇つぶしに書いているだ

いきいき会員
江南４

横越中央

佐藤

孝子さん

趣味を楽しみ 今を楽しむ

西１ 平島 田中 紀荘
シルバーに入会して
３年目になります。
主婦の経験を活かし
ながら、できる仕事に
充実感や楽しさを感じ
利用者様からも喜ばれている日々
です。工夫しながら体力維持にも
なり、これからも笑顔で続けてい
きたいと思います。

江南18 荻曽根 清治 清一
入会して20年、色々
な仕事を経験しました。
現在は除草班リーダー
をしています。お客様
から感謝、ありがとう
の言葉が一番嬉しいです。体力作
りで週３回卓球をしたり、カラオ
ケを楽しんでいます。早くみどり
会で１泊旅行に行きたいですね！

ご縁を大切に！

中央11 赤坂町 長谷部 明彦
令和４年２月から施
設管理業務に就いてい
ます。業務としては、
初めてのことばかりで
体力的にも結構きつい
作業もありますが先輩方の助けを
借り安全第一で取り組んでいます。
また自分自身でも弱った脳細胞に
『活』を入れて頑張っています。

会 員
ひろば
皆様とともに

人との出会いに感謝

西蒲３ 遠藤 海藤 龍彦
新潟市シルバー人材
センターに入会して16
年になります。現在は
業務委員を仰せつかり、
みどり会の幹事になっ
ています。ここ数年は会員の皆様
とともに働いてきました。これか
らも旅行等、皆様とともに活動を
行ってまいりたいと思います。

短

上新栄町

歌

千代子

忠義

徳永

本間

龍治

いきいき文芸

西９

栄

18

梅雨どきの 赤ピンク青 窓際は
隣の庭木 あさげすすみし

西蒲

句

米山

ほのかに匂う 卯の花の
思わず歌う 歌詞の一節

俳

早通

20

秋葉30 車場 土田 義弘
月に10日駐車場の管
理業務に就いています。
同僚との出会いや通勤
通学等、駅利用者との
出会いがあります。長
年勤めた会社を卒業以来、人との
出会いが希薄になりがちな昨今、
心身の健康の為に出会いを大切に
していきたいと考えております。
刈込に

江南

厚男

昼休み

柳

内山

伸びる早さの
矢のごとし

下で語らふ

竹の子の

藤棚の
川

五十嵐中島

13

南12 大通南 広瀬 時男
入会して10年目を迎
えます。入会当初に
事務所から紹介を頂き、
南区ならではの果樹農
家での仕事内容は自分
に適していたのか？ブドウ・梨の
生育に係る仕事に従事。農家さん
との長い付き合いは今も継続、ご
縁を大切にしてゆきたいです。

人との出会いを大切に

東６ 新石山 小出 弘子
訪問介護の仕事を８
年ぶりに再開でき、温
かいスタッフと楽しく
仕事をさせていただい
ています。利用者様か
ら、何でも話をしてくださる事を
大切に、健康管理に努めて細く長
く続け、多くの利用者様と出会い
たいと思います。日々感謝です。

西

黄色い声

孫と背くらべ
かなりの差

黄色ぼうしで

鯉のぼり

集団で

か

色々な仕事を経験

先輩方に感謝！

文芸作品を募集しています

を持ち、過去には体重が激減した
事もあり、ご本人曰く『自分は完
璧主義者で頑張り過ぎ！』と笑っ
て話されていました。でも今は毎
日が充実し、楽しいと満面の笑み
でした。取材を通して私も斯くあ
りたいと思いました。
（大澤 廣）

時 の大切さに気づかされて！

北６ 嘉山 小林 和子
ヘルパーとして訪問
先で出会ったご縁を大
切に責任ある仕事を通
じ、信頼を高める様努
力しています。
当日訪問の終了後、次回訪問日
の確認をして失礼する際、次回の
訪問を満面な笑顔で心待ちして下
さっていることを肌に感じます。

○応募方法
シルバー人材センター各区の事
務所または本部へ

６月下旬の夕刻、江南事務所で
佐藤さんにお話しを伺いました。
ご主人が経営するレコード店に30
年間勤めた後、大好きな着物業界
に在籍し現在活躍中！一昨年９月
にシルバー人材センターに入会し
現在は専任説明員、地域班長、さ
らに図書館の係を兼務就業してい
ます。
趣味も多彩で、英会話を習い、
アートフラワー講師、和装アドバ
イザー、和装着付講師などなど忙
しそうでした。他にボランティア
で子供たちに読み聞かせをやって
いるとの事。研修会・講習会の説
明が上手い理由が解りました。写
真はご自身の和装姿と息子２人の
お嫁さんに作成したブーケだそう
です。なんとパワフルな方でしょ
う！しかし、メンタルが弱い一面
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各区いきいき活動
ガラス清掃講習会（東区）

剪定講習会（江南区）

７月４日、東事務所においてガラス清掃講習会
が開催されました。講師には熊倉班長と先輩会員
が担当し計７人の会員が参加しました。３年ぶり
の開催とあって講師、受講者とも熱が入り、参加
した会員は炎天下の中で全身汗まみれでした。講
習会は９時前から始まり、その後は屋外での実技
指導に移り、３班に分かれての講習となりました。
汚れていた
ガラスはみ
るみるきれ
いになり、
受講者の眼
もそれにつ
れて次第に
澄み切って

６月１日、江南区砂岡ニュータウン公園を会場
にして、参加者15人で剪定講習会が開催されまし
た。講師は会員でもある熊倉辰司さん、巧みな話
術で剪定方法を説明している姿勢には毎回大絶賛
です。今回は公園内にある３本の五葉松が題材で
す。受講者が多いので五葉松の下枝を切り取り全
体のバランスを考え剪定方法を伝授していました。
剪定が終わ
った３本の
五葉松は夏
を迎える準
備が整い涼
しそうに感
じました。

いきました。

剪定班講習会（西蒲区）

安全パトロール（西区）

６月10日、新潟市西蒲区内の源昌寺において、
西蒲区庭木管理グループによる剪定講習会が、参
加人数18人で開催されました。江南区の熊倉辰司
さんを講師にお迎えし、本堂をお借りして講義が
行われ、その後境内において実技の講習が行われ
ました。数少ない講習会の場であるせいか、皆さ

６月４日、新潟市西区のきらめき公園にて安全
委員長を含む３人の安全委員で安全パトロールを
実施しました。作業は、刈払機で除草を担当する
人、刈った草を集め運搬する人と、役割分担を決
め手際よく進められていました。班長から飛散防
止ネット・機械の整備・周辺状況・手順などの説

んこの機会を逃すまいと真剣に話に聞き入ってい
ました。実
技講習にお
いても、講
師の一挙手
一投足を食
い入るよう
なまなざし
で眺めてい
ました。

明を受けた後、安全委員は実際の作業を確認し、
最後に安全
委員長から
は「安全最
優先でお願
いします」
との言葉が
ありました。

広報担当

文・写真

東区

坂上

・

西蒲区

本間

・

江南区

大澤

・

西区

高見
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事 務 所 だ よ り
プラチナ会員制度のご案内

配偶者減額制度のご案内

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、各種行事や
みどり会の活動に参加することができます。希望
される方は申請書を提出してください。
※申請した翌年度から適用になります。

配偶者減額制度が開始しました。配偶者減額制
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うち、一人分の会費が
減額される制度です。希望される方は申請書を提
出してください。
※配偶者減額制度は毎年申請書を提出しなけれ
ば、減額対象となりません。

「アクリルたわし」を作りましょう！

「女性向け活動説明会」開催される！

５月に女性委員会は「アクリルたわし」、「瓶
のふた開けグッズ」を製作するために「みんなで
作ろうボランティア大募集！！」として区ごとに
会場を用意して呼びかけをしたところ多くの会員
から参加がありました。各会場では女性世話人の
もと、和気あいあいの楽しい雰囲気のなかで製作
が進み、たくさんの作品が完成いたしました。こ
の「アクリルたわし」や「瓶のふた開けグッズ」
は女性委員会が地域の方々と様々な事業を取り組
むなかでご協力をいただいた地域の方に粗品とし
てお渡ししているもので、より多くの作品を必要
としているようです。今後もボランティア活動の
一環として募集を検討するとのことでしたので関
心のある方は是非とも本部事務局へお問い合わせ
ください。

女性会員の拡大に向けた「女性向け活動説明
会」が新型コロナウイルス対策を徹底するなかで
７月21日に新潟ユニゾンプラザにおいて開催され、
20人の参加がありました。入会を検討されている
女性の皆さんを対象とした企画で、女性会員の活
動状況や女性向けの仕事内容についての説明あり
そしてベテラン女性会員とのパネルディスカッシ
ョンでは入会しての感想や経験談が語られ、さら
にクラブ活動を通じての趣味やお友達づくりの楽
しみやセンターの魅力もＰＲするなど参加者はと
ても熱心に聞き入っていました。またグループ分
けしての質問タイムでは、より活発な意見交換の
場となり、た
くさんの質問
が出るなど内
容のある説明
会となってい
ました。
きっと参加
者から多数の
入会があるこ
とでしょう。

アクリルたわし

瓶のふた開けグッズ

会場の様子

中期計画達成状況（４月〜６月）
（1）会員数
区
分
令和４年度目標値①
令和４年度事業実績（６月末現在）②
目標達成率（％）②÷①

合

計
5,704 人
4,053 人
71.1%

（2）就業率（派遣事業を除く）
区
分
令和４年度目標値①
令和４年度事業実績（６月末現在）②
目標達成率（％）②÷①

合

計
75.8%
63.4%
83.6%

（3）契約金額
区
分
合 計
令和４年度目標値①
1,603,000,000円
令和４年度事業実績（６月末現在）②
417,162,338円
目標達成率（％）②÷①
26.0%

令和４年度
開催区

時間

安全講習会日程表

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中央区 14：00〜 22日 19日 16日 21日 18日 15日 15日
南

区 14：00〜 28日 26日 25日 28日 25日 22日 22日

西

区 14：00〜

2日 7日 4日 2日 6日 3日 3日

西蒲区 14：00〜 14日 12日 9日 14日 11日 8日 8日
北

区 14：00〜 14日 12日 9日 14日 11日 8日 8日

東

区 14：00〜 26日 24日 28日 26日 23日 27日 27日

江南区 14：00〜 21日 19日 16日 21日 18日 15日 15日
秋葉区 14：00〜

6日 4日 1日 6日 5日 7日 7日

2022 年（令和４年）9 月 1日

福島潟のオニバス︵鬼蓮︶

北
早通北
池田
春雄

﹁水面より立ち上がって咲く花・ようやく広げ始めた大き
な葉﹂に出合うことができ感激の瞬間でした︒

私の一枚
11

第132号（8）

新潟シルバーだより

センターの広告を掲載してくださる方を募集します！【限定400枚】
会員の皆さまの自家用車に広告を掲載していた
だきセンターのＰＲを行います。
貼付期間 令和４年度普及啓発促進月間中
（令和４年10月１日〜31日まで）
申込期間 令和４年９月５日（月）〜28日（水）
依 頼 料 １枚1,000円（１人２枚まで） 後日、
振込にてお支払いいたします。
申込方法 各事務所に設置してある「自家用車広
告掲載申出書」に必要事項を記入し、
提出してください。
また、申込時に「運転免許証」の確
認をさせていただきます。

※イメージ
（12㎝×23㎝）

マグネットになっているため簡単に剥がせます。
貼付期間が終了しても返却の必要はありません。
※ボディーへ貼り付けるためキズや紫外線による
貼り付け跡が残る場合があります。

今年もやります！郵便局での小物販売

採用（９月１日付）
業務課 主事 今野
業務課 主事 冨澤
業務課 主事 村山

▽

地域の皆さまから、ご好評をいただいている郵
便局内の小物販売を再開いたします。女性会員の
有志が手作りした、実用的に使える物から、心を
和ませる飾り物などを中心に販売します。前回の
販売終了から少しずつ作り溜めてきた秋冬向けの
小物が、郵便局のワゴンにたくさん並ぶ予定です。
今回、販売する郵便局は、９月からは新潟米山郵
便局（中央区）、10月からは亀田城山郵便局（江
南区）と小新南郵便局（西区）です。いずれも３
か月間の期間限定販売となります。皆さま、ぜひ
郵便局に足を運んでみてください。また、小物作
りをしてみたい方がいましたら、事務局までお問
合せください。

事務局職員異動のお知らせ

あ

と

佳織
愛実
菜都美

が

き

例年になく暑い日がつづいていますが、いかが
お過ごしでしょうか。かねてよりコロナ禍の早期
終息を願ってきたところですが、感染者の増加は
第７波に突入という状況です。具体策のないなか
で基本的な感染対策を継続し、この難局を乗り越
えていきたいと思います。（牛木）

