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対象者

名
１５７２名
２４８名
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会員数

平成20年1月31日
1,587名

男性 1,213名
女性 374名

チェリスト・久木田薫さんの
ミニコンサート︑タレント・毒
蝮三太夫氏︑埼玉大准教授・岡
幸江氏の講演による第３回﹁生

中面に別冊２㌻分折込み

きがいフォーラム﹂が３月８日︑
日野市民会館小ホールで開かれ︑
満員 の聴衆参加を得て成功裏に
終了 しました︒両講師とも︑高
齢者 が元気で楽しく生きる受け
皿と してシルバー人材センター
＊第２号議案＝平成 年度事業 にエールを送りました︒
計画︵案︶
那覇市ＳＣ代表が
＊第３号議案＝平成 年度一般
当センターを訪問
会計予算︵案︶
＊第４号議案＝役員の補充︵大
沖 縄県那覇市シルバー人材セ
坪冬彦理事︑石橋秀雄監事︶ ンタ ー︵ＳＣ︶の名嘉元甚勝理
この間︑会員の坂義雄氏によ 事長 をはじめとする代表８名が
る議案質問に回答がありました︒ ３月 ５日︑当センターを研修訪
以上４議案は満場一致で承認 問されました︒
され︑議事は終了しました︒
井 口会長が歓迎の挨拶をし︑
谷野 常務理事が当センターの概
村上敏明氏が特別出演
要を 説明︒ついで高木総務部会
第２部アトラクションは懐メ 長が 理事会の活性化︑会員参画
ロ・童謡教室﹁きずな﹂の合唱︒ 型の 運営︑入会促進︑サークル
おりから日本を代表するテノー 活動 について︑安藤事業部会長
ル歌手︑村上敏明氏が特別出演 と今 井同副部会長が一般労働者
してくれました︒定期総会終了 派遣事業︑自主事業等について︑
は午後３時半でした︒
渡辺 広報部会長と田中同副部会
長が ﹁生きがいフォーラム﹂や
﹁生きがいフォーラム﹂
編集 活動について報告し︑質問
も成功裏に終える
にも答えました︒
最 後に︑北村副会長が閉会の
言葉をのべました︒
入会者数
1月度14名
(男10名、女4名)
但し、退会者 30名
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第11号
平成20年3月15日

年度事業計画・一般会計予算案を承認

●会員祝賀
●資格審査報告
本日の会員数
本日の出席者

13

つづく議事は次のとおり です︒

︵
会 長挨拶 ︑市長メッセージ︑解 説を
﹃
シルバーひの﹄
４月号に掲載︒︶

55

20

〝元気の出る人材センターへ〟

第
平成

55
20

¦

第 回定期総会が３月７ 日午
委任状提出者
８７２名
後１時から七生公会堂で開 催さ
合計１１２０名で総会成立
れました︒最初に井口義雄 会長 ●議長団等の選出
が挨拶をおこない︑﹁高齢 文化
議長＝増田繁氏︵日野１︶
の到来と言われるこれから の時
副議長＝江見陽二郎氏︵南平３︶
代にふさわしい︑元気の出 るシ ●議案審議
ルバー人材センターを築き 上げ ＊第１号議案＝平成 年度一般
よう﹂と呼びかけました︒
会計補正予算第２号︵案︶
名誉会長の馬場市長︑江 口市
議会議長は公務のため出席 され
ませんでしたが︑馬場市長 から
はメッセージが寄せられま した︒
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30

97

改正道路交通法の
６月施行で説明

70

教習場多摩コースに
運転就業者13名が参加

13

21

60

理事会ニュース

★第 回理事会 ２月 日
・審議事項＝①正会員の入会 ︑
②特別会員の承認︑③仕事 別
︵職場︶グループ設置要綱 の
一部改正︑④﹁財務規程の 一
部改正
・報告事項＝①１月度事業運 営
状況︑②各専門部会・安全 管
理委員会の活動報告

29

今年の安全標語

39

51

佐野氏による交通安全講習

介護︑安全運転に努力 してくだ ﹇センター行事日程﹈
さい﹂との挨拶がありました︒ ●３月 ・ 日︵土・日︶ス プ
︵自動車運転ライセン ス委員会
リングフェスタひの・フリ ー
委員 松井広通︶
マーケット＝日野中央公園
●４月 日︵火︶地域班長会 議
公共部門 名に確認書を交付
＝生活・保健センター
パトロール 名就業会員会議
●４月 日︵木︶第２回会員 作
品発表会実行委員会＝センター
４月から就業を開始 する公共
部門 ヵ所 名に対 し３月５日︑ 会議室
就業期限確認書が交付 されまし ﹇サークル行事日程﹈
た︒同じく就業開始の ﹁ひのっ ●３月 日︵木︶ゴルフ愛好 さ
くら会コンペ
子安全パトロール隊員 ﹂ 名に
対し７日︑就業会員会 議が開催
されました︒いずれも 生活・保
健センターでおこなわ れ︑井口
会長が挨拶しました︒ ５日の交
付式では︑平通美氏が 代表して
井口会長から確認書を 受け取り
ました︒
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を募集します
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29

15

17
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配分金の支払日
4月18日（金）
5月20日（火）
6月20日（金）
７月18日（金）
８月20日（水）
９月1９日（金）
１0月２０日(月)

第５回自動車運転
ライセンス講習会

事故 ゼロを目指し明るい環境
作りを 目標にした安全標語を募
集します︒
今年のテーマは
・転倒防止
今年度最後の 第５回自動車運
・職場の安全就業
転ライセンス講習会が２月 日︑
運転教習場多摩 コースで実施さ
○応募点数
れ︑運転就業の 会員 名が参加
１人何点でも結構です︒
しました︒ 代 が６名︑ 代が
○応募方法
７名でした︒
官製ハガキに地域班名と氏
日野警察署交 通課の佐野詔氏
名を記入し︑シルバー人材
による交通安全 講習では︑今年
センター安全管理委員会宛
６月に施行する 改正道路交通法
または︑直接事務局へご持
についての説明 があり︑一同大
参下さい︒
いに注目しました︒︵別冊参照︶
○締切日 ４月 日
運転実習では 幅寄せ︑車庫入
れ︑死角体験な どがあり︑参加
としま した︒奮ってご応募願い 者から﹁久しぶ りに参加して初
ます︒
心に返り︑マン ネリ化は要注意
今年 は日野市シルバー人材セ と反省した﹂との弁︒
ンター 設立 周年記念にあたり︑ 最後に︑北村 副会長から日野
最優秀 作品１点・賞金１万円︑ 警察署交付の受 講証が参加者一
佳作５ 点・１点につき賞金５千 人ひとりに手渡 され︑﹁今年度
円を贈呈します︒
は 名が修了 しました︒ますま
︵安全管理委員会︶ す運転就業が増 えるなかで安心
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提出者 未提出者
(名)
(名)

(66.3%) (33.7%)
注：2/15の集計には退
会者42名を含む。

1,075

547

1/09

(18.5%)

1,324

2/15

刈払機講習会
申込みのお知らせ

サークル紹介

◎フォトサークル〝であい〟

︵旧・シルバー写真同好会︶

平成 年 月１日︑シルバ ー
の同志９名で産声︒シルバー か
ら多くの〝であい〟を求めて 広
く市民の愛好家に呼びかけ︑ ４
年後に﹁フォトサークル〝で あ
い〟﹂と改名︒現在メンバー
名︵うちシルバー会員７名︶ ︒
毎月第１金曜日に例会︒ 代 表
＝小池一清氏︵℡５９１︲５６２１︶

フォーラム

それってなに？

12

もとも とは 古代ロ ーマ の公
共 広場の こと ︒幅広 い多 義語
で ︑一般 には 討論会 ︑討 論番
組 に使わ れま すが︑ １９ ８０
年 代の 東欧 では ︑チ ェ コの
﹁ 市民フ ォー ラム﹂ など 民主
化 運動組 織に 使われ まし た︒
現在︑さまざまな団体︑グルー
プ による 各種 イベン トの 名称
に も登場 しま す︒当 セン ター
で は︑多 くの 市民に セン ター
の ことを 知っ ていた だく 講演
会などの催しを﹁生きがいフォー
ラム﹂と呼んでいます︒

17

◎会員意向
調査票
提出状況

安全管理委員会では︑安全就
業のため︑刈払機︵第２種技能︶
の講習会を企画し ています︒刈
払機作業には︑安 全衛生教育を
受講することが義 務付けられて
います︒受講を希望される方は︑
４月４日までに事 務局︵担当・
平野︶あて氏名・ 会員番号を記
入の上︑ハガキに てお申込みく
ださい︒募集人員は 名です︒
︵実施時期＝５月︶
なお︑受講料８ ０００円のう
ち︑４０００円は個人負担です︒
★応募数に達しな い場合は︑あ
きるの市日の出町 の現地講習
会場で実施します ︵交通費は
自己負担︶︒
※引き続き６月には︑新たにチェー
ンソーの講習会も 企画してい
ます︒４月に応募 のご案内を
します︒

13

258

(81.5%)
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★送迎車両ドライバー登録会員を緊急募集！

●登 録 条 件…６９歳以下、普通自動車の免許をお持ちで、やさしく運転ができる方。
自動車運転ライセンス講習会を受講していただき、車両の運転を体験できます。
●申 込 み…３月２５日（火）までに事務局・藤原へお電話ください（℡581‐8171）。
●主な就業先…介護老人保健施設サルビア（万願寺1-18-1）２名
介護老人保健施設カトレア（日野本町6-3-17）１名
日野市立栄町高齢者在宅サービスセンター（栄町2-17-1）４名
日野市立やまばと（障害者施設）（旭が丘2-42-5）２名
※緊急のためテレフォンサービスでも募集しています。締め切ったものについてはご了
承ください。

●草取り班員大募集！

今年も草取りの季節がやってきます。年々オーダーも増え、今年も多忙を想定
しています。現在の人員体制では消化できませんので、班員を大募集します。

●作業内容…一般家庭、事業所、アパート、マンション、駐車場等の草取り。草刈り、
低木の剪定作業。
●作業時間…年間を通してありますが、とくに４〜１２月の間は多忙です。
●配 分 金…９４５円／時間（研修期間中は別）
●申 込 み…随時、事務局・藤原までお電話下さい（℡５８１−８１７１）。

改正道路交通法が
まもなく実施されます

◎自転車講習会の開催

※この期間は小 学校新入生の安
全を確保するた めに重点的に
協力をお願いします︒

平成 年６月 日に公布され ◎春の交通安全運動
た﹁改 正道路交通法﹂は︑この
＊期間 ４月６〜 日︵ 日間︶
日から １年以内で施行されます︒ ＊重点項目
このう ち︑飲酒運転の罰則規定
①シートベルトとチャイルドシー
はすで に昨年９月 日までに施
トの励行︵
すべての座席に適用︶
行され ました︒今回施行される
② 自 転車 安 全 利用 の推進 ︵歩
のは︑次の諸点です︒
道通行可能要件を適用︶
③飲酒運転の根絶

71

10

１

２

３

４

﹁会員作品発表会﹂
と改称します
周年式典とならび今秋開催

30

19

後 部座席シートベルトの着
用義務付け︵ 条の３︶
歳以上および聴覚障害者
の保護︵ 条︑ 条の５お
よび６︑１２１条︶
普 通自転車の歩道通行可能
要件の明 確化︵ 条︑ 条
の４︶
普 通自転車乗車用ヘルメッ
ト の着用努 力義務の 導入
︵ 条の ︶

30

20

71
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第10回会員作品展の打上げ式(H18.7.29)

これまで 回にわ たって開催
されてきた﹁会員作品 展﹂は︑
今年の第 回から名 称を﹁会員
作品発表会﹂と改めます︒
これは︑平成 年 度事業計画
にある﹁広範な会員が 参加する
会員作品展の開催﹂に 呼応した
措置で︑２月７日の実 行委員会
で決まりました︒発表 会の開催
日は︑当センター設立 周年記
念式典︵ 月 日︶ に合わせ︑
月 〜 日に設定しています︒
20

22

13

30

11

12

23 11

10

日 時＝ 年４月 ８日︵火 ︶ 時
分〜 時 分
場 所＝当センター構内
参加 者＝会 員希望者 および自転
車 就業担 当者 ︒先着
名まで︒
申 込 締切 ＝ ３月 日 ︵水︶ 事
務局・平野まで電話で︒
講 師＝ 日野警 察署交 通安全 教
育指導 佐野詔氏
内 容＝ ①改 正道 交法 に伴う 歩
道 交通 可 能要 件 の確 認 ︑
② 乗 車 用 ヘル メット 着 用
努力義務の導入も確認
30 20

19

75

63

71

63

以上 の改正点については︑警
察庁交 通局監修のパンフ﹃改正
道路交 通法のあらまし﹄から要
点をイ ラスト付きで抜粋して中
面折込 みの別冊Ａ・Ｂに掲載し
ました︒参照してください︒
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探しもの

和田

美智子

シルバーエイジ真 盛りの我 が家
の暮らしは︑夫婦共 にう っかりや
失敗が多いことに辟易している︒
﹁ここに置いた車のキーがないぞ﹂
﹁投函す る葉 書はどこだ﹂夫の探
し物は全て私 のせいになる︒あな
たの付き人じゃないのに︑と私は
ぼやく︒
私もよく物忘れをする︒作 った
料 理の一品 を食 卓に出し忘 れた
り︑二 階に物 を取 りに上 って︑そ
れが何だったかを思 い出 せなかっ
たり︑我ながら呆れる程のうっか
りだ︒
つい先日の出掛ける間 際の事件
は︱︱︒﹁まだか︑早くしろよ﹂私
は家の中をウロウロす る︒眼鏡が
見 あ たらない︑洗 面 所 に置いた
筈 なのに︒痺 れを切 らしてや って
来た夫の顔を見た途端︑﹁眼鏡︑
めがね︑私の﹂何と探 し物は夫 の
顔に鎮座しているではないか︒
私にむしり取られても夫は驚き
も謝りもせず ﹁さ あ行 くぞ﹂と︒
一件落着の騒動だった︒

︵
当センター主催﹁
エッセイ教室﹂
の受
講生の方の作品です︒︶

