(前年同月数)

燕市シルバーニュース

第 68 号
(R2.7.16)
広報委員会

事故発生状況

会員数 513名（481名）
男性 343名（320名）
女性 170名（161名）

令和2年1月1日～7月15日

発 生 日 性別 内容 区 分

令和2年度定時総会の開催

1

2/1（土） 男性 物損 就業中

2 2/23（日） 女性 物損 就業中

令和2年6月12日(金）午後2時から燕勤労者総合福祉センターで開催されました。
（出席者10名、委任状364名）

3 2/24（月） 女性 傷害 就業中

議事に先立ち、西郡理事長より挨拶を頂きました。
続いて議長に浜田輝男会員を選任した後、議事に入り内藤次長、藤澤主任の議案説明があり、
提出された議案はいずれも原案通リ可決されました。
（尚議案の詳細につきましては、既に配布済みの 議案書をご覧ください。）

4 3/25（水） 男性 傷害 就業中
5

4/1（水） 女性 傷害 就業中

6 5/17（日） 男性 傷害 就業中
7 5/27（水） 男性 物損 就業中
8 5/27（水） 男性 物損 就業中

燕市シルバー人材センター会費規程一部改正

9

7/8（水） 男性 傷害 就業中

事

故

の

概

要

草刈り作業中の飛び石により、隣家勝手口ガラスを破損。
清掃中、掃除機のプラグが抜けた際、コンセント受け口部分を
破損。
食堂清掃中、椅子に足を引っ掛けて転倒。左足大腿骨骨折の
ため入院。
外壁に巻き付いているツルを引っ張った際、ツルが根っこから
抜け、根っこ部分が歯に当たり、前歯3本折れてしまった。
玄関のガラス拭きをするため、駐車場内で雑巾を絞って立ち上
がった際に、車輪止めにつまずき転倒し、右手首を骨折。
水道検針業務時、バイクで移動中、交差点を曲がる際、雨で路
面が濡れていたため、滑って転倒し、右足首を骨折。
除草作業中、刈払機が水道管に接触し破損。
アパート清掃中、照明カバーをモップで拭いていたところ落下さ
せ破損。
草取り作業中、スズメバチに頭部と腕の2ヶ所を刺された。

※事故が発生した場合は、土日を問わず速やかに事務所（☎６４－２４８３）へ連絡をお願いします。

会員の会費は、年額2,000円ですが、令和２年度会費分より、１５年を経過したベテラン会員及び
夫婦会員の会費を下記の通り減額するため、会費規程を一部改正しました。
〇 会員のうち、会員登録してから通算して１５年が経過した日の次年度以降の会費は年額1,000

緊急事態

円とする。
〇 会員のうち、夫婦ともに会員となり、減額を申し出た者は、夫婦各々、会費は年額1,000円とす

今年に入り転倒事故
が増えています。注意を！

『事故防止！急ぐな！あせるな!!気を抜くな!!!』

る。
※ ただし、夫婦のうち一方が既に会員として会費を納入後において、も

室内外問わず、熱中症対策に十分注意してください。

う一方が同年度に新規に入会した場合、当該年度はその新規に入会

特にマスク着用時は普段よりこまめに水分補給を!

した会員のみ会費年額1,000円とし、次年度以降については、夫婦会
員各々、会費は年額1,000 円とする。また、夫婦会員として減額を受
けていた者のうち、いずれか一方が会員の資格を喪失したときは、そ

シルバー友の会 年内行事

の年度以降の会費は減額にはなりません。
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会については、新型コロナウィルス
感染症の現在の状況を勘案し、中止
とさせていただきます。

☆次回シルバーニュースは10月下旬発行予定
（ １ ）

（ ４ ）

シルバー川柳結果発表
シルバー川柳に応募していただき、ありがとうございました！

入会10年表彰
受賞者名（定時総会表彰順 敬称略） 35名

シルバーニュース第67号にて、川柳の募集が行われ、ユニークな川柳や、

高桑 玄吾

石坂 和恵

高畑 博

小山 美恵子

小出 ユキ子

今の社会状況を詠んだ川柳など会員の皆さまから32句の応募がありました。

土田 栄子

冨田 省悟

渡邉 稔英

熊谷 チイ

高橋 啓子

受賞された皆様には

山崎 新作

遠藤 勝行

丸山 善文

更科 正子

佐藤 武正

立川 徹哉

田中 幸治郎

長谷川 幸衛

小林 安志

田中 利昭

早川 節

梨本 任

小林 政義

野本 周男

桑野 澄子

堀川 ミヨ子

関本 賢二

熊谷 傳二郎

松居 英一

遠藤 義久

小林 常夫

長岡 敏夫

中村 雪江

久我 正明

松村 征雄

シルバー大賞
広報委員会賞

シルバー大賞

豪華賞品

をお渡しします！事務局までご連絡ください。

★ すっぴんで 出かける妻の マスク大 ★
ペンネーム アマエビ さん

★ ありがとね 魔法の一言 疲れ飛ぶ ★

受賞者の方からコメントをいただきました。一部となり申し訳ありませんが掲載させていただきます。

本間 祐次 会員

定時総会表彰順 敬称略

会 員 名
理事長賞
局 長 賞

★ 手を組んだ 昔恋人 今介護士 ★
藤田 達司 会員

開催日：7月7日（火）・8（水） 参加者：29名（男性9名、女性20名）

メ

ン

ト

高桑 玄吾 皆さんと一緒にお仕事ができて、楽しい10年でした。これからも頑張ります。
石坂 和恵 あっというまでした。色々な所で、色々な人と会い、色々な経験ができ楽しかったです。
高畑 博

介護の担い手研修

コ

健康に気を付けて頑張った10年でした。両想いになれた会員にも巡り逢え幸せです。

小山 美恵子 毎日楽しく仕事をさせていただき感謝しています。
小出 ユキ子 10年働かせていただき、感謝の一言に尽きません。健康で働けることが何よりの幸せです。
土田 栄子 お客様にかわいがられた10年でした。色々な出会いがあり、毎日が勉強で楽しく就業できています。
冨田 省悟 色々な仕事ができてよかったです。これからも頑張ります。

高齢者の皆様が、健やかで快適な暮らしができるよう適切なサービス

熊谷 チイ

若い方とお話しすることで、健康維持につながり、１０年働くことができました。これからも頑張ります！

を提供するため、必要な知識や技術を習得することを目的に、燕市役

山崎 新作

おかげさまで、健康で10年働くことができ、ありがたく思います。これも、一緒に働く仲間のおかげです。

所 長寿福祉課主催による「介護の担い手研修」が、燕市中央公民館

佐藤 武正 82才の私に仕事をさせてもらい、ボケ予防と健康でありがたく思います。

にて開催されました。

立川 徹哉 シルバーで働くことで健康維持、ボケ防止に最適です。

2日間の研修を受講することで、燕市シルバー人材センターで行う「訪

田中 幸治郎

ｼﾙﾊﾞｰならではの職種に就き、楽しい体験をさせていただき、健康とお小遣いが増え感謝しております。

問サービスA」事業に従事する資格を得られるため、受講内容は幅広

小林 安志 あっという間の10年でした。これからも健康である限り続けていきたいと思います。

く、講義形式だけではなく実習形式も取り入れ、工夫された受講内容

小林 政義 気心知れた仲間と一緒に仕事ができ楽しい10年でした。これからも健康に留意し、頑張ります。

でした。

野本 周男 色々な人と出会えて良かったです。

サービス提供者としての基本的態度や介護予防の軽体操など他では

堀川 ミヨ子

受講できない内容に、参加された皆様は積極的に質問をしたり、メモ

熊谷 傳二郎 健康で働けることに感謝です。

10年あっという間でした。気分転換となり、臨時収入で孫とのランチを楽しむことができ良かったです。

を取ったりと真剣に受講をされていました。休憩時には就業での悩み

長岡 敏夫

などを会員同士で話し合ったり、新しい仲間作りもでき、とても有意義

久我 正明 10年無事仕事をすることができました。これからも体力が続く限りお世話になります。

まさか10年働くことができると思っていませんでした。健康でいられたからこそです。ありがとうございます。

な研修となりました。
次回の「介護の担い手研修」は9月28日（月）・29（火）を予定して
います。

感謝の言葉

詳しい詳細につきましては、『広報つばめ 9月1日号（予定）』に掲載と
なりますのでご確認ください。

犬の散歩コースである公園の草刈をしていただき大変ありがと

皆様もぜひ「介護の担い手」となり、

日本一輝いているまち・つばめで活躍してみませんか！
（ ３ ）

うございます。今年一番の暑さの中、とても綺麗に作業していた
だき、子供たちも安心して遊ぶことができ、大変喜んでいます。
本当にありがとうございました。（公園を利用されている方より）
（ ２ ）
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〇 会員のうち、会員登録してから通算して１５年が経過した日の次年度以降の会費は年額1,000

緊急事態

円とする。
〇 会員のうち、夫婦ともに会員となり、減額を申し出た者は、夫婦各々、会費は年額1,000円とす

今年に入り転倒事故
が増えています。注意を！

『事故防止！急ぐな！あせるな!!気を抜くな!!!』

る。
※ ただし、夫婦のうち一方が既に会員として会費を納入後において、も

室内外問わず、熱中症対策に十分注意してください。

う一方が同年度に新規に入会した場合、当該年度はその新規に入会

特にマスク着用時は普段よりこまめに水分補給を!

した会員のみ会費年額1,000円とし、次年度以降については、夫婦会
員各々、会費は年額1,000 円とする。また、夫婦会員として減額を受
けていた者のうち、いずれか一方が会員の資格を喪失したときは、そ

シルバー友の会 年内行事

の年度以降の会費は減額にはなりません。
も く じ
祝入会10年表彰、感謝の言葉

元気講座、研修旅行、ボウリング大
・・・・・・ 2 頁
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シルバー川柳結果発表、介護の担い手研修
事故発生状況、シルバー友の会 年内行事

会については、新型コロナウィルス
感染症の現在の状況を勘案し、中止
とさせていただきます。

☆次回シルバーニュースは10月下旬発行予定
（ １ ）

（ ４ ）

