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田中城下屋敷は︑今から

約五百年程前︑今川氏の命

を受けて田中城の築城を果

たした豪族一色家の屋敷跡

だともいわれています︒

田中城の南東隅にあたり︑

江戸時代後期になると城主

の下屋敷 ︵別荘︶ が置かれ︑

築山︑泉水︑茶屋等を設け

て四季の景色を楽しんでい

たようです︒現在でも線豊

かな庭園が広がり︑月見の

時には︑琴の音が人々の心

を和ませてくれています︒

史跡には︑県内外からも

多くの歴史愛好家が訪れて

います︒その案内役として︑

説明を担当しているのは︑

シルバー人材センターの会

員で︑通常人名の会員の方

が︑交代で説明と︑管理を

受けもっております︒

広い駐車場も設置されて

おりますし藤枝市の歴史に

触れながら散歩を楽しむの

もいかがでしょうか︒

︵注・月曜日は休場日です︶

す︒
このようなシルバーを取り
巻く環境が早く改善すること
を願い︑全国の会員・百十五

とした人生を送り︑会員とし

会に責献しながら︑生き生き

てい等が活力を堂お元気なシルバー
バー会員の目標です︒

ての自覚と誇りをもって︑藤

を担うもので︑私たちシル

私たち会員の一人ひとりが

発展と︑自らの幸せのために

第二次中長期計画は︑本年
度から平成三十二年度までの

この目標に向かって︑自分の
健康維持に努めながら︑豊富

頑張りましょう︒

関係省庁に要望書

藤枝市シルバー人材センター
が目指す基本構想です︒

な人生経験や知識・そして︑

万人余の署名を添えて政府や

を提出し︑高齢者

この十年計画の内容は︑藤

多様な技術を活かし︑地域社

第五十四回の総会が︑多く
の会員の皆様と︑ご来賓とし
て北村藤枝市長をはじめ︑池
田市議会議長︑落合・佐野県
議会議員のご臨席をいただ
き︑盛会に開催で
きますことをお礼

支援の面からもわ

枝市政の基本方針である﹁元

枝市シルバー人材センターの

申し上げます︒

曾れわれの事業への

気なまち藤枝づくり﹂ の一翼

理解と援助を強く

さて︑平成二十
三年度は藤枝市シ

﹇事業報告﹈

い︑会員の意識調査をもとに

いて﹁財政基盤安定化検討委

策定した第二次中長期計画を

全体が復旧・復興の大きな課

このように︑平成二十二年

本年度から取り組みます︒

員会﹂を設置して検討を行な

が︑事業実績は一部の仕事が

皆様の努力によって︑前年度

減少したものの役員・会員の

度は大変な年でありました

題を担っています︒

ました会員の皆様の表彰を行ないました︒

第五十四回の通常総会が︑六月十八日 ︵土︶ に開催されました︒
この総会では︑平成二十二年度の事業報告と収支決算の承認のほか︑平成二十三年度が役員の
改選期でありますので︑理事・監事を選任する議案や︑平成二十四年四月から公益法人に移行す
るため︑新たな体制づくりの議案などが提案され︑いずれも原案どおり可決・承認されました︒
また︑シルバー人材センターの発展にご尽力いただいた役員に感謝状と︑多年ご活躍いただき

恩牒㈲一役員改選の議案を承認

画卦瓢ノ一事業報告・収支決算や

成二十二年度を総

井
ルバー人材セン
ターの﹁中長期計
画﹂がスタートし
この計画は︑私

ます︒
たちが共働・共助
の理念をもって︑
で︑十年間のシル

平成三十二年度ま
バー人材センター
を発展させる基本
自らの生きが

となるものです︒

日本経済の本格的な回復や

前年霊⁚あ・の
妻績確保
い・働く喜びを築
くために︑この計

公益法人への
制度帯革旺向吋で

並みの事業実績となりまし
た︒

平成二十四年四月に ﹁公益

雇用環境の好転を期待してい
ますが︑景気の先行きは依然

これからは︑将来に向けて

社団法人﹂ に移行するための
定款改正など︑制度改正の準

備を行ない︑県知事への許可

健全な財政運営を確立するた
更に年度末の三月に︑東日
本大震災に見舞われ︑わが国

めに︑歳入の確保・歳出の見
直し・組織の在り方などにつ

として厳しい状況が続きそう
です︒

画を会員の皆様と

を︑よろしくお願いいたしま
す︒

今後ともご理解とご協力

共に推進したいと思います︒

大

た︒

要望いたしまし

や収支決算のご審
議お願いするもの
でありますが︑藤
枝市からはシル
バーに対して︑大
変ご協力をいただ
いており︑心から
感謝申し上げま
す︒
さて︑ここ数年
をふり返って見ま
すと︑藤枝市のこ
とだけではなく全
国のシルバー人材
センタ1にとっ

て︑厳しい年が続
いています︒
その原因は︑わ
が国が長い経済不
況からなかなか抜け出すこと
が出来ないこと︑また︑国・
県等の事業仕分けなどによっ

て︑補助金の見直しが行なわ
れていることなどでありま

市

括して︑事業報告

郎

藤根市シルバー人材センター 理事長

この総会は︑平

シルバー

轟

申請事務をすすめています︒

が︑会員の皆様のために︑よ

前回の総会で説明しました
り活動に参加しやすい組織に

この新制度の改正内容は︑

することが大切であり︑その
ために︑今までの体制につい

完などを行ない︑公益法人の
基本理念にそって︑平成二十
三年度から実施していきま

﹇活動の内容﹈

から施設利用が多くなり︑訪

少しています︒

問する回数・件数は︑やや減

保するために民間企業︑自営

◆福祉・家事援助の

高齢者に相応しい仕事を確

◆就業機会の開拓と確保

業者等を訪問して︑センター

介護保険の対象にならない

サービス事業

一年間の受注件数は︑七千

のPRと受注に努めました︒

上げ・発注者からいただく事

改善するために︑・会費の値

改正した主な項目は︑セン
ターの厳しい運営状況などを

開催して︑会員の拡大を図り

めながら︑入会説明会を毎月

業の機会を開拓することに努

会員の増員については︑就

◆安全就業への徹底
会員一人ひとりの交通事故

就業の促進に努めました︒

や無料職業紹介などを行ない

また︑末就業会員の相談会

◆福利厚生

を図りました︒

対策として ﹁子育て講習会﹂
を開催して︑有資格者の確保

の向上に努め︑また︑少子化

会を実施して︑サービス内容

利用者の福祉・家事援助サー

務費率の改定・互助会への助

年度末の会員数は︑一千百十

防止や︑業務中の事故防止の

として︑会員互助会に委託し

九百九十五件・会員の就業延

成金の廃止・互助会の慶弔規

六名となっています︒

ために︑安全適正就業研修会

て行なう親睦旅行や︑サーク

◆会員数

程や役員の費用弁償規定の改

る藤枝市シルバーが︑これか

などを開催して安全意識の高

ル活動を実施しました︒

て見直しを行ないました︒

や県からの補助金が大幅に減

らも健全な運営に努めていた

揚を図りました︒

ビス事業を充実するために︑

こんなに大勢の皆様がお集
らされました︒しかし︑藤枝

だくことを期待して︑支援し

◆事務事業の円滑な運営

臼人数は九万六千九百五十二

まりになり︑総会が盛大に開
市はシルバーへの援助は減ら

たいと考えています︒

会員の介護講習会や料理講習

催され︑また会員のお元気な
しません︒
この考えは︑本来ならば藤

災での被害は甚大で︑一日も

人でした︒

様子を拝見しまして︑私も大

枝市も国や県に連動すること

☆

会貝と役職員が︑専門委員

支援事業所と訪問介護事業所

◆介護保険事業の推進
当センター内に︑居宅介護

を実施しました︒

ケーションづくりの広報活動

のPR・会員とのコミュニ

通した介護サービスを提供し

を開設して︑利用する家族に

会など︶ の開催や︑シルバ1

そのほか︑シルバーの円滑

☆

会や班長会を開催して︑全般

︵理事会・専門委員会・班長

な運営を協議する各種の会議

多数の会員が参加する事業

皆様方には︑常日頃から市

変うれしく思っております︒

が︑今までの考え方ですが︑

的な事業運営の連携を密にす

なお︑この度の東日本大震

政全般にわたり大変なご理解

早い復興を願っております
が︑当地静岡には︑東南海

地域産業を更える一

∴ ∵∴

る研修などを実施しました︒

シルバーの山上l重な労働L〃

了．ご㍉㌧⁚

地震の恐れと共に︑浜岡原

平

議して国や保安委員会など

ており︑シルバーだからこそ

正
皆様の事業は︑生きがい対策・

に︑防災対策を強く申し入れ

レ し
寸
﹂．T ・ズ﹁

労働力の確保対策であり︑地

藤根市長
とご協力をいただき︑そして︑
シルバー事業で活躍されてお

◇会員互助会の総会◇
この総会に引続いて︑会員

互助会の第十七回定期総会を

の安心感・きめ細やかな心く
ぼりに配慮したサービスを提

開催して︑平成二十二年度の
事業と決算の報告︑そして平

ていく事を考えています︒
結びに︑シルバー人材セン

成二十二年度の事業計画と予

域産業の振興に大きく貢献し
ふじ

供しています︒
事業の実績は︑介護保険制

算が承認されました︒

りますことに︑心から敬意を

げている〝元気なまち

ターの益々のご発展と皆様の
ご健康を切にお祈り申し上げ

の充実などにより︑在宅介護
皆様方︑頑張って下さい︒

度の改正やデイサービス施設

ている事業です︒藤枝市が掲

先程︑大井理事長から国・

会員一千人を超す底力のあ

えだ〟 が目指す目的と同じで
あります︒

ます︒

表します︒

の運営費が削減されたことを

県の事業仕分けで︑シルバー
話されましたが︑藤枝市も国

﹁

大石釘打ノ1
＼

＼ ＼ ■ ■ ノ

﹁

池 谷 福 治 様＝ゝ〜

永田正己．様

小澤まさ江様

大石定江様

ト丁目仁＝

杉山正一様

また仕事を通して︑ささや

かながら社会に寅献が出来た

ものと自負しているところで

もあります︒

終りに際しまして︑今後共

る本日︑こ

菜風かお

とばと致します︒

簡単ではありますがお礼のこ

とご多幸を祈念いたしまして

の発展と会員皆様方のご健勝

シルバー人材センターの益々

こに永年勤

隆様

合東泉彰を受けて
お礼のことば

富岡

続者として

表彰を頂きました︒川十六名

を代表致しまして︑二言お礼

な社会の変化と高齢化の波の

菊川

西脇

忍

政志

昭彦

小塚 今佐雄

中で現職を引退し︑第二の人

桜井

振り返ってみますと︑急激

の言葉を申し述べます︒

生の竿頭に立ちました時︑戸

一根

柴田 宿四郎

勝己

釜ケ谷すみ江

芹澤

昌己

のであります︒

そのような時︑知人に誘わ

岡崎

敬二

惑いと一抹の不安を覚えたも

れシルバー人材センターに入

石田

の言葉を頂き︑新たな仕事に

ご支援︑ご指導と共に励まし

大久保

櫻井
橋本

大西

鈴木

久子

四郎

千代

三郎

輝雄

−4−

様 ／ ′ r

杉山遜様

富岡隆様

薗田

取り組むことが出来ました︒
また︑様々な人生を過ごさ

大塚

宏江

事務局から仕事を紹介され

会しました︒

れてこられた︑先輩︑後輩の

佐藤

静代

方々と語らい︑趣味を共にし
友人となり︑新たな人生観︑

価値観を発見し︑充実した第

二の人生を送ることが出来ま

した事は︑シルバー人材セン

ターに入会した賜物と感謝し
ております︒

様様様様様様様様様様様様様様様様様

ま
い
ざ
ご
う
と
で
め
お

当センターの事業を推進す

手業推進委員会
委員長 岸本孝夫
シルバー人材センターは︑会
員の就業の機会を増やし確保し
て︑未就業会員を解消すること
が︑事業の根幹だと考えており

からの受注は︑行財政改革に伴

ピークに︑就業︑受注件数とも
減少傾向にあり︑特に公共機関

るために︑様々な課題に対し
て具体的な解決策を検討協議
する機関として︑理事会の下
に八つの専門委員会が設置さ
う予算の削減等により減少して

ます︒
平成十四年〜平成十六年度を

に実施してきましたが︑本年

れ︑それぞれの事業を効率的
おります︒
センターの基本理念である

普及啓発委員会

回ってまいります︒

安全・適正就業委員会

委員長 小柳津茂弘
末体の散歩を楽しもう＝‖

当委員会としては︑以下の重
点目標を掲げ事業を推進しま

人生の折返しを過ぎて尚︑▲▲凡

ています︒

体験や〝技クを結集した﹁文化
芸術﹂ のイベントなど考えたい
と思います︒

◎事業推進委員会
委員長 岸本 孝夫

副委員長 鶴崎美智博

大井 市郎

朝比奈利幸

松下 重雄

久子

です︒
藤枝SCでの活動中に手で

大石 雅巳

大谷

色々な物を作り運び︑頭でその

増田 達郎

中で出来た什事仲間︑趣味仲間
とのおしゃべりで︑・口の散歩を

楽しむ︒頭も体も使わなければ

どんどん錆びてしまう年齢で
す︒会員の皆さんには ﹁健体康

松井 芳朗
飯田正次郎

川添 通人

栗田

委員長 小柳津茂弘
副委員長 西脇
力
杉森
忍
鈴木 善一
渾本 鎗平
相馬 賢三
村越 祝広

◎安全・適正就業委員会

健吾

で︑元気になって頂き︑藤枝S
Cで人いに活動されることを

増田久美子

やれば出来る
無事故は小さな努力の積重ね

おります︒

業できる環境懲備に向けて︑普
及啓発活動に努めたいと考えて

会員の皆さん一人一人が安全就

報等に標語類の掲出︑交通安全
講習会︑事例研修会等を計画し︑

の皆さんを側面から支える意図
で︑本年も安全パトロール︑広

安全委員会では活躍する会員

願っています︒

心﹂心と体の両方を整えること

◎普及啓発委員会
委 員 長 原田 昌宏
副委員長 三宅
博

使途を段取りしたり︑判断し想
像する︒この一連のふれ合いの

でなく手も口も頭も働かすこと

多いと思いますが︑五体の散歩
と云う言葉をご存知？足腰のみ

気に活躍中の皆さんは︑体力維
持の為に散歩をされている方は

すじ

▼就業機会拡大への取り組み
∴就業開拓専門員の充実強化
・役員・会員による就業開拓
・新規事半∵既存事業の確保
・会員相談口の充実
▼シルバー派遣事業への対応
・理事会専門委員会での研修会
の開催
・先進シルバーの実情調査
▼介護保険事業︑福祉︑家事援
助サービス事業︑子育て支援
事業の拡大
以上︑会員の皆様のご支援ご協
力をお願いいたします︒

この度︑今までの ﹁機関紙広
報委員会﹂から﹁普及啓発委員

さらに普及啓発を推し進める
には媒体が必要です︒広報紙は

委員長 原田昌宏

たす役割は重要ですので︑さら
に紙面の充実に努めます︒会員

専門委員会を再編

でも﹂ シルバー事業に参加でき
る体制を維持し事業の拡大を

て﹁いつでも︑どこでも︑だれ

﹁自主︑自立﹂ に沿った事業運
営を行うべく︑会員の協力を得

度からは︑この専門委員会を
三部門に統合して︑より迅速・
的確な事業運営を図ることと
いたしました︒
新委員会は︑次のとおりです︒
◎事業推進委員会
当センターの基本構想・基
本計画を定めた﹁中長期計画﹂
の進行管理︑就業の開拓︑独
自事業の検討︑就業相談など

会﹂と名称が変りました︒これ
からは広報紙の編集発行だけで

その山つですが︑他にはイベン
トがあります︒効果的なイベン

の皆様の積極的な投稿を期待し

◎普及啓発委員会
シルバー事業の理解と協力

なく︑シルバー人材センターの
存在をあらゆる機会を通して社

を担当します︒

を推進する広報活動︑会員の

会に知らしめる︒会員に向って

＊

拡大事業などを担当します︒

は﹁白主・自立・共働・共助﹂
の理念を基本に組 織 の よ り 強 い
連帯感を図る︒そのための具体
的な方策を企画立案する︒以上
がおおよそ私たちに課せられた
仕事だと考えています︒
広報紙が組織の普及啓発に果

越した技能や多彩な趣味を持っ
た人も大勢います︒その貴重な

トを企画し実行することです︒
一千百余名の会員の中には︑卓

◎安全・適正就業委員会
高齢者の社会参加で︑最も
大切な安全就業の活動に努力
して︑そのために安全意識の
高揚・事故の防止に資する事
業を担当します︒

平成23年度
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大井 市郎
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仲田
森
廣住
小松
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佐久間 清
小長井博文
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飯田正次郎
大谷 久子
小柳津茂弘
川漆 通人
岸本 孝夫
栗田 健吾
杉森
忍
鈴木 善一
鶴瞳美智博
原田 昌宏
増田久美子
松下 重雄
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班

村越
村松
小林
伊東

（H23．7．31現在）
会員数1．131名

1班 平野 立夫
3班 横井
進
5班 大畠 明夫

2班 槻 富美雄
4班 内藤
廣
6班 森 はるえ

1刑王 水野 計二
3班 椙山 貞夫
5班 牛山
弘
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2班 平野 利勝

◎サルモネラ菌
加熱不足の卵︑鶏肉︑魚介
類から感染します︒
◎黄色ブドウ球菌
人の皮膚や鼻︑口の中︑髪
の毛などから感染します︒

今年は︑春先から牛肉のコ
ロッケを食べて﹁0−111﹂や︑

◎腸炎ビブリオ菌

④調理方法
・加熱調理は中心部が75度で
一分以上過熱︒
⑤食事の注意点
・清潔な手で器具・食器に盛
りつける︒
・温かい料理は65度以上︑冷

どから感染する︒

熱の魚介類や刺身︑シラスな

・残った食品はきれいな器

⑥残った食品の保存方法

たい料理は10度以下に︒

など外国で多くの人が亡くな

★ウイルスによる食中毒

海水にいる菌で︑夏場末加

野菜による腸管出血性大腸菌

りました︒

◎ノロウイルス

﹁0・1
04﹂によって︑ドイツ

最近の食中毒は︑夏場だけ

・時間が経ち過ぎたら︑思い

具︑皿に保存︒

でなて︑一年を通して発生し

この原因を大きく分けます

★自然毒による食中毒

から感染します︒

染した人の糞便や嘔吐物など
4月からお世話になってお

切って捨てる︒

と︑細菌・ウイルス・自然菌

◎植物・動物性自然毒

牡蠣などの貝類が原因︒感

などです︒

ています︒

腸管出血性大腸菌の﹁0−

ります︑事務局長の増田です︒
高齢化社会を迎える中で︑

や貝毒です︒

が原因です︒動物性ではフグ

す役割は重要です︒

シルバー人材センターの果た

植物性では90％は毒キノコ

五月〜九月で︑高温多湿を好

食中毒予防の三原則

157﹂などの食中毒のピークは

み︑気温が低く乾燥する冬は

微力ではありますが︑現下

﹁ノロウイルス﹂による食中

の努力をしてまいります︒皆

ンター事業の発展のため最善

の厳しい環境を踏まえ︑当セ

増やさない ︵迅速・低温保存

様のご指導とご協力を賜りま

食中毒菌を付けない︵清潔︶

★細菌による食中毒

んと守れば予防できます︒

等︶ 殺す ︵加熱・消毒︶ きち

すようお願い申し上げます︒

毒が発生しやすくなります︒

◎カンピロバクター

食中毒予防の6ポイント

細菌︒加熱の不十分が主な原

増田 達郎

鶏や豚︑牛などの腸にいる

因︒菌で︑体内に入ると2日

◎事務局長

はマイナス15度以下で保存
③下準備の注意点
・台所のゴミ捨て︑タオルや
・よく手洗いをする︒

や 小松 和雄

◎臨時職員︵開拓専門員︶

①手洗い
②冷蔵庫は10度以下︑冷凍庫

〜7日位で発熱・腹痛・下
痢・吐き気などの症状が現れ
ます︒
◎腸管出血性大腸菌

・生肉や魚を切った後の包

〇・璧主に牛の腸にいる
菌でカンピロバクターと同じ

ふきんを清潔に︒

症状が現れます︒

丁︑まな板はよく洗う︒

シルバー人材センターで

会員相談日の
お知らせ

会員就業率の向上を目指し

事﹂﹁その他要望﹂など役職

﹁就業の斡旋﹂﹁就業上の困り

は︑入会を希望する方のため
に︑左記のとおり︑毎月1回

気軽においで下さい︒

午前10時〜

毎月第3水曜R

◇

員が相談に応じています︒お

説明会を開催しております︒
︻シルバーに入会するには︼

この説明会を必ず受けてい

間

11時30分

時

開催日

するかどうか判断していただ

午後1時〜

説明会を受けた後に︑入会

ただく必要があります︒

いています︒

3時30分

間合せ 641−5565

シルバーに興味のある方︑

入会したいと思われる方は︑

事務局村松まで

＊

午後1時30分〜4時

所までお問合せ下さい

12月に開催予定︑11月に事務

障子・襖の張り替え

藤枝市10月18日〜10月26日

の扱い方などの実習

樹木努定の基礎知識及び道具

造園緑化サービス

ご義内

⁝講習会㊧

お気軽に事務局へお問い合わ
せください︒

お申込みいただくと︑あら

＊

ためて説明会のご案内をお送
りします︒
＊

641−8816

申し込み方法
︵次のいずれかで︶
電 話 641−5565
FAX

直接窓口へ

藤枝市内に居住する60歳以

申込み資格
上の方

間

開催日 事務局にお聞合せく
ださい︒
時

U ∵ハ∴・一
皆さんはアンチエージング

した︒現在は︑後進の指導の
かたわら︑さらに最高位の﹃達
人﹄を目指して研鉾を怠らな
いとのことです︒

／ルバ・爽慈

仙価句

は書道だけではなくゲート

さらに︑﹁平井つぎ﹂ さん

か︒人間は︑誰でも歳をとり

という言葉をご存じでしょう
ます︒それは避けられないこ
ボールにも関わり︑協会役員
として精力的にその普及指導

余白

とですが︑加齢による負の現

に 当 た っ て い る と 聞 い て い ま ︒下屋敷佳き松の枝に今日の月

︒学舎に古城の堀や花薄

賛 田中城・下屋敷

松井

象︑即ち老化は︑個人の努力
す︒

藤枝東

によって遅らせたり︑逆行さ

て位置づけられています︒
そうしたアンチエージング

医学でも﹁抗老化医学﹂とし

考え方がアンチエージングで

せることが出来る︒そうした

を絶えず持ち続けている ﹁平

への感謝と祖先への崇拝の念

丈夫な体に生んでくれた両親

つぎ﹂さんの生活信条であり︑

役に立ちたい﹈ これが﹁平井

﹇健康である限り人様のお

︒愛妻のひざ枕して夏の午後

︒天高く合格の報に祝い酒

︒秋且つや﹁蟹工船﹂を

藤枝西

︒傭轍図に亀城の形稲の秋

を実践し︑八十六歳という年

L

﹇

用ください︒

なお︑駐車場は蓮華寺池公
園駐車場 ︵西高跡地︶ をご利

す︒

にご迷惑をお掛けいたしま

駐車台数が制限されて︑皆様

工事を行なうため︑この間の

の工期で︑事務所の一部解体

八月から来年一月末日まで

駐車場の利用制限

シルバーの耐震工事で

事務局からのお知らせ

惜しみなく

D地鎮祭 禰宜に残暑の

読み終えて

椿郡

齢を感じさせない若々しさで
充実した毎日を送っている私

l

一一イす丁 度﹁せ7才困
H

ト平井つぎさん渾身の細字作品

拝逐零すユ

⁚教子才子ろ

身の味オ〜て⁝

■温誓われ繹慮f

i

⁝易と智彦土

才を腎等牽

稲 葉
恒⁚心
井つぎ﹂さん︒次なる飛躍へ
向 け て 大 き な 柏 手 を お く り た ︒大花火闇に余韻の流れ束し
いものです︒
∴繹願の古刹山道にカンナ炎ゆ

たちの先輩がいます︒﹁平井
つぎ﹂さん ︵写真︶ です︒

﹁平井つぎ﹂ さんは︑シル
バー互助会書道部に平成八年
に入会し︑日々書の道に励み
ました︒天賦の才能が開花し
て先年︑得意の細字部門 ︵写
真︶ で ﹃名人﹄ の称号を所属
する書道団体より授与されま

一
一
一リ

′
′
′
習

L
，誕
．
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論己
で
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個人指導が大好評
■■−

■
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あとがき

東日本人震災から半年近く
月日は容赦なく過ぎてゆきま

す︒藤枝市では︑今年も例年

どおり蓮華寺池公園の花火大

会︑各町内会の納涼盆踊りが

行われました︒改めて平穏な

日常が如何に尊いものである

かを身に沌みて感じた夏でし

た︒被災地の一日も早い復興︑
復旧を祈るばかりです︒

さて︑﹁シルバーふじえだ﹂
4
6号発行の道びとなりまし

た︒今号から表紙を飾る写真

には﹁施設で働く会員たち﹂

を取り上げ︑施設のPRも兼

ねて働く会員たちの活き活き
とした姿をシリーズで掲載し

ます︒また︑この度︑センタ

ーの事業運営をより効果的に

推進するための一部組織の改

変が行われましたが︑その詳

細についての記事も取り上げ

ました︒

なお︑毎号お願いをしてお
りますが一ページは会員の

﹁ふれあいサロン﹂として紙面

を開放したいと考えています︒

短歌︑川柳︑俳句︑写真︑エッセ

ー︑似顔絵などなど記名・匿

名を問わずお寄せください︒

秋茄子の刺のするどき

タ支度悼⁚心

会員親睦旅行

行月19日 ︵土︶

石和温泉

⁝行先 昇仙峡紅葉見物と

一

﹁ほほ膏は八橋げ仁

