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第 11 回定時社員総会開催
６月１２日（火）１０時より、町役場分庁舎第２

多目的室において、ご来賓の方々と会員多数が参

加し、第１１回定時社員総会が開催されました。

村上会長の挨拶に始まり、小坂町長ならびに佐藤

町議会議長のご祝辞を賜り、議案審議が行なわれ

ました。総会終了後には、会員懇談会が開催され

ました。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆報告事項

① 平成２９年度補正予算

② 平成２９年度事業報告

１

③ 平成３０年度事業計画

だきます。

を捧げました。

④ 平成３０年度収支予算

運営に反映させていた

び、参加者全員で黙祷

以上４項目が報告されました。

た。今後のシルバーの

故星野建一郎氏を偲

◆決議事項

のご意見等を伺いまし

総会に先立ち、前会長

第１号議案「平成２９年度決算」

会が開催され、皆さん

が審議され賛成多数で可決されました。

総会終了後、会員懇談

定時社員総会

会長挨拶
茂樹

小坂町長が提唱される「１００年安心して住めるまちづくり」

の実現に向けて、先日の記念式典で佐倉市シルバー人材センター

田中常務理事様からご講演のあったように、高齢者が社会参加し

「健康寿命」を伸ばす手段としてのシルバー人材センターの役割
は重要であります。

高齢化社会が進行する中、ますます多様化し、増大する住民の

皆様からのご要望に応えるためには、豊富な経験と能力のある、

健康で元気な会員をさらに増やす必要があり、会員の拡大を今年

度の重要なテーマにしたいと考えています。

基本理念である「自主・自立、協働・共助」のもと、住民の皆

様のお役に立ち、愛され、喜ばれる、活力あるセンターの運営に、

会員の皆様と共に一丸となって取り組んでまいります。

ここで、うれしいお知らせがあります。６月２１日に開催され

る全国シルバー人材センター事業協会の平成３０年度定時総会

において、当センターが「安全就業優秀・優良シルバー人材セン

ター」として表彰されることとなりました。

これは、会員各位が日頃より高い安全意識を持って就業されて

いることが認められた結果であり、誠に喜ばしい限りでありま

す。今後とも、安全就業に努めていただくようお願いしたします。

以上、ご挨拶とさせていただきます。

２

村上

皆様、おはようございます。日頃より、当センター
の運営に多大なご理解・ご協力を賜り心より感謝申し
上げます。また、小坂町長様、佐藤議長様、古川課長
様、小川主幹様におかれましては、公務ご多用の中ご
臨席賜り厚く御礼申し上げます。
５月２６日に開催された１０周年記念式典・感謝祭
には、ご来賓、お客様、会員、会員のご家族、住民の
皆様に多数参加していただき、盛大に開催することが
できましたことは誠に光栄であり、この上ない喜びで
あります。当日の対応等に行き届かない点があったと
すればご容赦頂くとして、全体的には大成功であった
と思います。高田副会長をはじめ、感謝祭実行委員会
の皆様の１年半に亘るご努力に感謝申し上げます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

町長挨拶
小坂

泰久

皆様おはようございます。いつもお世話になっております。
ただいま紹介を頂きました町長の小坂でございます。
公益社団法人の酒々井町シルバー人材センター第１１回定時社
員総会がかくも盛大に行われますこと、心からお喜びを申し上げ
ます。そして、また、今、会長さんのお話もございました、５月
２６日の１０周年感謝祭ということで、近隣のシルバーさん等を

そして、安全就業優良シルバーとして、全国表彰され

るということもまた一つの実績かなと思っております。

いずれにしましても、皆様方と町はやはり町民負担の少

ない安価な行政といいますかそういうものをやってゆ

くためには、ますますシルバー人材センターとの協働が

重要なことになってくることは明らかでございまして、

その辺を是非ともよろしくお願いをしまして、挨拶に代
えさせて頂きます。

修二

本日は、ありがとうございました。

議長挨拶
佐藤

酒々井町町議会議長の佐藤でございます。

本日は、第１１回酒々井町シルバー人材センター定時

社員総会が、多くの会員の皆様の出席のもとに盛大に

開催されますことを心からお祝い申し上げます。

このところいろいろな雇用対策等が非常に逼迫してお

りますが、酒々井町シルバー人材センターさんの仕事

ぶりは町民の皆さんから誠意のこもった仕事ぶりをし

ているという評価をいただいておりまして町にとって

もかけがえのない・なくてはならない組織になって来

ているのではないかと思います。結びになりますが、

今後とも酒々井町シルバー人材センターの益々の発展

と会員の皆様のご健勝・ご多幸を心から祈念いたしま

して挨拶とさせていただきます。

本日はおめでとうございます。

３

含めましていろんな方が来られまして、本当に素晴らしいそして
また、酒々井のシルバーが伸びていることも感じたわけでござい
ます。そして、受注高等につきましても、年々増えているこれも
正に会長以下皆様方のご努力の賜物であると感謝申し上げます。
と申しますのは、５月の新聞に掲載されておりましたが、酒々
井町の介護保険料が千葉県で一番低く、安く、全国でも確かトッ
プテンに近いところに入っております。また、そういうことがや
はり高齢者の皆様方が元気で活躍されているという現れであるか
と思っておりますが、自分自身の健康と状況を見ながら社会参加
して頂いているということで、大変ありがたく思っております。
また、町と致しましても、いつも、はだか祭りとかふるさと祭
りの前に中央台公園の法面等の草刈りをお願いしているわけです
が、もう素晴らしい出来栄えでございまして、本当に私は感謝申
し上げておるところでございます。さらに、技量を高められまし
て、シルバー以外に仕事はないという形に是非していただければ
と思っております。

------------------------------------------------------------------------------------------------

様

感謝状が贈られた一〇年継続顧客代表

設立１０周年記念感謝祭が開催されました
５月２６日（土）プリミエール酒々井にて、

広域高速ネット二九六

ご来賓・近隣シルバーのお客様・お世話になっ
た顧客代表の方々・町役場関係者・シルバー会

様

東京学館高等学校

様

員とその家族の方々の出席のもと記念式典が

様

中央台集会所
桜井悦子

様

催されました。
村上会長の主催者挨拶の後、小坂泰久町長、

沖田洋子

バー人材センター常務理事田中豊嗣氏よる、記

片岡久野・吉井智男・佐藤利泰・村上茂樹

根岸弘子・根岸茂・五十畑政江・伊藤紀夫

勤続一〇年表彰者（敬称略）

佐藤修二議会議長、千葉県シルバー連合会会長
高橋澄夫様の各ご来賓の方々からご祝辞をい
ただきました。 そのあと長年お世話になった
お客様の代表の方々に感謝状が贈られ、シルバ
ー開設以来の１０年継続就業会員には表彰状

念講演「シルバー人材センターで健康寿命を延

伊藤安郎・鎌田計廣・福田正博・星野建一郎

が贈られました。式典の最後には、佐倉市シル

ばそう」が行われました。

田北征之助・丸山逸雄・小野寺欣郎・阿部英介

沖田美智子・沖田みさ子・佐藤正松・永田公道

松原勝・坂本重孝・高田春男・宮本勝男

午後からの感謝祭には、多くの会員と町民の
皆さんに参加をいただき、楽しくにぎやかに

山口正三・佐藤きよ子・宮岡三郎・能澤清

平山正・山本靖臣・鵜沢登美子・高石直美

１０周年を祝いました。

（以上

３７名）

重定祐之介・中台利男・渡辺百合子

河田孝・廣野泰博

４

会員有志によるカラオケ

出演者

村上茂樹・阿部英介・友野全子
柳橋晃・増田文男・長崎佐登志

感謝祭

～もう素人の域ではありませんね～
もう素人の域ではありませんね～

落語

大室亭絶好調

のんき亭万福

よさこいダンス

～皆さん楽しく歌われていました～
皆さん楽しく歌われていました～

ウクレレ演奏

舞ッ子 Bamboo

～子どもたちも熱演～
子どもたちも熱演～

～後期高齢者の方もお元気です～
後期高齢者の方もお元気です～

黒木じゅん＆中尾美穂

～さすが プロ！
懐かしい歌も 良かったですね～
良かったですね～

ココナッツアイランド

５

歌謡ショー

～総合司会の中尾さんとの
総合司会の中尾さんとの
おしどりコンビでした～
おしどりコンビでした～

ホール展示

絵画
写真

染物

6

スタッフの皆さんお疲れ様でした

さん本当にお疲れ様でした。

ご協力いただいたスタッフの皆

間を過ごすことが出来ました。

もご来場いただき、たのしい時

感謝祭には多くの町民の方々に

を込めて行われました。午後の

者や会員の皆さんへのお礼の意

設以来お世話になった町の関係

今回の催しは、シルバーの開

準備にかかるスタッフ

平成 30 年度草刈り
年度草刈り講習会
草刈り講習会
5 月 1７日（木）生涯生活センターで実施
されました。
講習参加者

４０名

実技参加者

３５名

午前の講習では萩原講師の講話があり、
そのあと DVD による草刈り操作説明と
落語家の交通事故防止の話が映されまし
た。午後の実技は総合公園緑地及び野球場

刈払機を全部分解

の広大な範囲で行われました。参加された

もとに戻すには？

皆さんお疲れ様でした！

H30 年 7 月 10 日（火）～7
日（火）～7 月 19 日（木）

～あなたは今 安全運転をしていますか～
かん違いしていないですか？
（あなたの答えは

交通ルール

○×どちらですか）

①７０歳以上は無事故無違反でも、
免許更新時に認知機能検査が必要
②優先道路は左右の見通しが悪い交差点でも
徐行の必要はない
③７０歳以上なら、自転車で歩道を走行できる

７

平成３０年度安全目標
平成３０
３０年度安全目標！
年度安全目標！

夏の交通安全運動

酒々井シルバー
酒々井シルバー

次は作業デビューですね

プ

除草作業の事故防止 （６～９月 重点期間）
重点期間）
◆ 除草作業の

ブロワ—でパワーアッ

気持ちが 事故を
事故を呼ぶ～
～これくらい 緩む気持ちが

刈払機を初めて操作

刈り取った草の収集も

◇安全就業優良シルバー人材センター賞を受賞
６月２１日、中野サンプラザで開催された全国シルバ
ー総会の授賞式に、萩原安全適正委員長が出席し、優良
賞を受賞いたしました。
この賞は、会員各位の就業に対する安全意識の高揚に
対する賞です。これを契機に今後とも一層の安全就業に
努め更に優秀賞を目標に頑張りましょう。

◇作業報告書提出日の厳守を
皆さんが働いた報告書は、月末・１日午前中までに提
出をお願いします。なお、祝祭日に係る日は、門扉の横
にポストを用意しますのでご活用ください。

◇熱中症に注意！

会員情報

１５３名で

女３１名）。

６月末現在の会員数は
す（男１２２名
◆退会者

訃報

さる六月七日、前会

長の星野建一郎氏がご

逝去されました。

当センターに対する
宮坂

弘志

和夫

を表すとともに、故人

会員一同より感謝の意

多大なるご尽力に対し
建一郎

市川

お疲れ様でした。
星野

多恵子

多田

文江

覚

福田

土佐

海治

京子

時美

貞男

のご冥福をお祈り申し
上げます。

高津
◆入会者

田中

利美

歓迎します

渡辺

編集後記

トが切られました。気分も新たに更に町の皆さんに喜ばれるシルバ

一〇周年記念感謝祭が終わり、次の二〇周年に向かってのスター

８

ーを目指しましょう。広報も更に充実した紙面にしようと編集員一

孝
男

任
者

今年も町からの受託で公園の草刈り作業が行われていま

行
責

同が無い知恵を絞って頑張りますのでよろしくお願いします。
発

集
長

す。従事されている方々お疲れ様です。夏場は公園に限らず、

編

集

屋外での作業をされている方は、こまめに水分補給と木陰で

太

男

憲

治

春

弘

典

田

眞

嶋

高
田

大
滝

大
西

相
馬

休憩を取って下さい。私たちの年令になれば、体の状態は若

郎

編

委
員

いころとは違っています。決して無理をしない様に心がけ、
今年の夏を乗り切りましょう。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

