【お客様から直接仕事を依頼されたときは・・・】
最近、センターに連絡がないまま仕事をし、就業報告書が出てくることが目立ちます。
去年１２月に配布いたしました適正就業ガイドラインに沿って就業してください。
また、お客様より直接仕事を依頼されたときは、センターに無断で仕事をすることがない
よう必ずセンターに連絡を入れてから就業してください。
センターが請負った仕事でない場合、万一就業中事故や損害責任が発生した場合は、
シルハ゛ー保険の対象となりませんのでご注意ください。

【分水福祉会館の利用について】
分水福祉会館事務室に無断で出入りする会員が多いと苦情がありました。
事務室に出入りする際は、職員に声を掛けてください。無断で利用することがないように
ご注意願います。

【就業機会開拓推進員の募集について】

募集人員
期間
報酬額
内容
条件

6.
7.

締め切り
連絡先

平成２９年度定時総会の開催
少し遅めの入梅となった６月２１日（水）
吉田産業会館にて、平成２９年度定時総
会が開催され、席上、会員として１０年以
上在会し、就業年数が７年以上にわたる
２０名の方々が表彰されました。大変おめ
でとうございます。
総会は出席１０１名、委任状２８０名で開
催され、第１・２・３・４号議案とも原案どお
り可決されました。
表彰者内訳、議事内容については、会員
に送付された定時総会議案書をご覧下さ
い。

理事長交代

会員数の減少や契約金の伸び悩みが続いており、仕事・会員の拡大活動をしたいと思
っています。
つきましては、下記の通り就業機会開拓推進員を募集いたします。
1.
2.
3.
4.
5.

燕市シルバーニュース

２名
８月～３月
１時間 １，０００円
シルバー人材センターの営業・会員拡大活動
センターの趣旨・就業形態の説明ができる者
（センター職員からの事業形態説明の研修あり）
活動時は、センターから出発できる者
平成２９年７月３１日
センター事務局（TEL0256－64－2483）

【理事長新任の挨拶 西郡 饒(にしごおり・ゆたか)新理事長】
平成29年度定時総会で役員に選任され、それに引き続いての理
事会で理事長に選任されました。昨今の日本を取り巻く環境は少
子高齢化という言葉で代表される社会状況となってきており、当面
その状況が改善される見込みはありません。しかしながら、状況が
そうであればある程、逆に高齢者であるシルバー世代の位置づけ
が重要になってくるものと思いますし、果たす役割が重要になって
きています。さらに地方創生という国の基本姿勢に鑑みたとき、ま
さにその中心にはシルバー世代にこそ出番があるという事だと思います。歴代理事長
のご苦労を糧に、更にこの当シルバー人材センターの益々の発展に少しでも寄与でき
るように努めて行きたいと思っておりますのでよろしくご協力賜りたく存じます。今後共よ
ろしくお願い申し上げます。

【理事長退任の挨拶
シリーズ

第2回

★ シルバーは 最後の頑張り 悔いはなし
★ 物忘れ 老人力と 言い訳し
★ ブレーキミス アクセル吹かし 大事故に
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広報委員会

笹川 常夫 前理事長】

この度任期満了につき理事長の職を退任することになりました。この間会員の皆様、職
員の皆様からご指導ご協力をいただきなんとか職務を終える事が出来ました事に心より
感謝申し上げます。３年間様々な事に直面しその都度役職員の皆様と協議し乗り越えて
来ました。
事務事業の見直し、組織改革も断行し運営面におきましても黒字財政を堅持でき引き
継ぐことが出来ました。これからのシルバー人材センターを取り巻く環境は厳しいものが
あると思いますが西郡理事長を中心に更なる発展を祈るものであります。
最後に会員の皆様に改めて感謝申し上げご健勝を祈念致しましてご挨拶とさせていた
だきます。

【新理事紹介】

【平成２９年度定時総会議案書の訂正について】
６月２１日に開催されました定時総会の議案書に誤りがありましたので、お詫びと訂正
を報告させていただきます。
P２ 事業実績の総括
項目
契約金額
契約金額合計

梅澤 ゆり子

植月 輝道

浜田 輝男

笠原

正

誤
200,772,451
207,982,196

孝
P３ 平成28年度月別事業実績（派遣事業も含む）
項目
正
８月 事務費・手数料
1,624,428
８月 合計
21,135,242
累計 事務費・手数料
16,404,464
累計 合計
207,982,196

田村 和子

江口 教彦

田中 宗平

小林 恵美子
燕市健康福祉部長

【職員紹介】

【新副理事長・監事紹介】

P２０ 財産目録（流動資産）
項目
預金 北越銀行燕支店
立替金
流動資産合計

正
15,783,781
3,126
30,354,466

活き生きふれあい館 活動報告

副理事長 江口 三郎

直伝 ふるさと料理 まんま大豆

長谷川 斉

須田 由美

今野 さとみ

田野 正法

藤澤 充希

常務理事・事務局長

監事 吉田 耕一郎

誤
1,625,627
21,136,441
16,405,663
207,983,395

誤

平成２９年４月から吉田東栄町の生き生きふれあい館に
地域茶の間を開設して３か月を過ぎました。
要支援１，２の市民の方々が、毎週火、木、午前１０時～午後３時、
参加費１日２００円で、支援状況改善に合わせて、
午前中コンディショニング、午後は小物づくりを楽しんでいます。
燕市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の一翼として、
通所型サービスBを当生き生きふれあい館で実施しています。

小川 綾介

200,773,650
207,983,395

女性委員会の毎年開催の料理教室の内容が
「月刊全国シルバー６月号」に掲載されました。
大豆を使ってお肉そっくりのヘルシー料理に挑
戦です。市内の農産物直売所で販売されている
お肉もどきのまんま大豆を使って、ボリューム感た
っぷりのかつ丼は、本物の肉のような食感に大豆
100％なのでカロリーが抑えられ、しかも満腹感が
得られると参加者から好評でした。

14,848,578
－
29,461,137
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