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ヶ玉藤〃

からも﹁東平玉露﹂というブ

は︑国内はもとより遠く海外

玉露の国内三大産地といえ
ば京都の宇治︑福岡の八女と

先日︑朝比奈地区宮島の茶

ランド名で支持されていると

玉露といえば日本茶に極限

時間を割いていただきお話を

並んでわが藤枝市の岡部町朝

の旨みを求めた芸術品であり
先人たちの玉露にかける熱い

伺った︒一つの仕事を成し遂

いう︒

思い︑精根を傾けた努力に

げた男の自信︑オーラをその

比奈である︒

よって完成したビッグブラン

園で︑コモ掛けのお忙しい中︑

ドである︒

爽やかなお人柄とともに感じ
たものである︒

﹁朝比奈玉露﹂ は︑年間平

均気温15・6度︑降雨量

2500m︑朝比奈川とその

支流から発生する川霧︑さら

には山間地の傾斜地で日射量

は少ないが日当たりは良く︑

日温較差が大きいという玉露

の生育には最適な環境の中で
栽培される︒

こうした自然の恵みと工夫

によって︑まろやかで良い香
りの名品﹁朝比奈玉露﹂を完

成させた︒
そうした﹁朝比奈玉露﹂ の

た︒前島東平さんだ︒前島さ

育成に心血を注いだ名人がい

んは︑茶生産者の頂点ともい

うべき全国茶品評会において

最上位の農林大臣賞を二回受

賞し︑さらに世界緑茶コンテ

ストでは三年連続︑最高の金

賞に輝くなどその品質の高さ

郎

井

藤枝市シルバー人材センターは︑会員の豊かな知識と経
験を活用しながら︑企業など事業所の仕事や︑市民生活に
役に立つ援助事業を推進しており︑この四月から平成二十
五年度事業をスタートさせています︒
市民の皆様には︑当センターの事業に大変なご理解ご支
援をいただいており︑心より厚くお礼申し上げます︒
また︑会員の親切・丁寧な作業は︑多くの皆さんから感
謝の言葉をいただいており︑これからも〝自主・自立・協
働・共助〟 の基本理念の基に︑センタⅠの事業を充実発展
させたいと存じます︒

た︒

これからは︑公益法人の主

旨を重んじて︑地域に役立つ
事業活動を進めて参りたいと
思います︒

ヶ高年齢者雇用

安定法″の制定

会員の皆様もテレビ・新聞

などで︑すでにご承知のこと

と思いますが︑本年の四月一

日からク高年齢者雇用安走法ク

この法律は︑企業などで働

が施行されました︒

く皆さんを段階的に六十五歳

まで雇用することが︑義務付

これからの社会情勢は︑こ

けられるものです︒

の法律が完全に実施されて︑

六十五歳定年が定着すること
になります︒

する中で︑シルバー人材セン

ターにも︑どのような影響を

もたらすか︑直ちに予測はで

きませんが︑いずれ関係する
ことがありますので︑今後は

注意して見守ることが大事だ

と思われます︒

⁝新規事業など会員
⁝就労の要望に応えて

シルバー人材センターは︑

これからの運営に厳しさがあ
りますが︑市民の皆さんや企

業など事業所の方々に親しま
れ信頼されて︑多年にわたっ

て築いてきた実績を︑会員・
役昌∵職員が一体となって継

続して︑更に発展するように
努力しなければなりません︒

そして︑本年度も新規の事
業として︑〝健康・生きがい

シルバー農業事業〟と 〝生活

法人制度の改革により︑平

スなど︑地域の皆さんの要望
に応えて︑日常の様々な暮ら

このように雇用環境が変化

環境改善・にこにこサポート

事業〟 の二事業に取り組むほ

成二十四年四月一日から〝公

しをお手伝いする活動も推進

公益法人として
新たなスタート⁝

全なセンターの財政運営を確
立のために﹁財政基盤安定化
検討委貞会﹂を設置して︑事
業収入の確保・支出経費の見
直し・組織体制の在り方など︑
いち早く関係各位と協議・相
談を重ねて︑センターの安定
した運営に努めてまいりまし
た︒

会員の皆様には︑より 周のご活躍・ご協力をお願い申
し上げます︒

会員の努力で厳しい
現状を乗り越えて
平成二十年のリーマンショッ
ク以降の景気低迷によって︑
シルバーの事業にも大きく影
響して︑事業費収入が減少す
るなど︑センターの運営全体
に影響を与えました︒
更に︑国・県の厳しい財政
運営による補助事業の見直し
カットなど︑センターの運営

益社団法人・藤枝市シルバー

します︒

か︑現在実施している家事援
助・子育て支援・介護サービ
も体質改革が求められる厳し

人材センター〟として︑新た

や事業仕分けにより事業費の

い状況になりました︒

に発足して︑早くも一年の月

しかし︑当センターでは会
員の皆さんの努力と︑役員の

日が経ちました︒
センターの内二一十四セン
ターが公益法人となりまし

参考までに︑県下の三十四

様のご理解とご協力をお願い
申し上げる次第であります︒

バー会員の活動に︑市民の皆

今後とも︑このようなシル
皆さんの英知と工夫による熱
心な取り組みによって︑この
苦境の中で﹁第二次中長期計
画﹂を策定するとともに︑健
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市

夜着亀魅を
、Liす
藤枝市シルバー人材センター理事長 大

十二町歩という広大なエリ
いとの責任者の弁であった︒
バスは︑次なる目的地の﹁ス

る空間が展がっている︒この

を知る工夫がいろいろあり大

ラブ藤薫会では25年度活動計

私たちグラウンドゴルフク

のメッセージも込められるな
ど︑体感しながら技術や文化

︵約四百種︶ が植生されてい
ズキ歴史館﹂ のある浜松市に
向かった︒

施設が単なる物の展示だけに

画の一環として会員によるボ

▲ ﹁スズキ歴史館﹂

る︒市の直営管理の時の年間
明治四十二年織機メーカー

止まらず︑地域の文化や風土

ランティア活動を年3回程度

アの中に︑一千二百本の果樹

が現在のシルバーセンターで
として創業した﹁スズキ株式

における歴史を細かく紹介す

実施したいと考えています︒

の栽培︑収穫したものの販売

一階から三階へ上がっていく

な企業として発展してきた︒

モータリゼーションの発達と

設﹁掛川市森林果樹公園﹂と︑

産業としての︑ものづくり施

今回の視察研修は︑第一次

拾い清掃作業を主として行い

フ場3か所の周辺道路のゴミ

大井川河川敷グラウンドゴル

市運動公園︑岡部巨石の森︑

人から子供まで存分に楽しめ

の管理費は一千四百万円だと
会社﹂が現在の﹁スズキ﹂ の

ことを実感した︒

るなど貴重な資料館だという

などを行っているという︒本

階段はまるでタイムトンネル

は︑一人当たり年間八十万円

きた﹁スズキ歴史館﹂という

共に世界的企業へと発展して

高齢者だからといって社会

ます︒

百十万円で会員への配分金
とのことであった︒

に甘えることなく私たちに出

様子です︒

公園近くの道路のゴミ拾いの

左の写真は4月23日市運動

らです︒

奉仕をしたいという考え方か

来得る範囲でささやかな社会

であった︒

対照的な記憶に残る施設の視

年間の入園者 ︵無料︶ は︑
約一千人とのことだったが︑
今後︑イベントなどの充実を
図り︑果実の売上金以外の収
入を模索しながら園の安定的
な運営に努めなければならな

二階は︑新車の開発から生産

キものづくりの歴史﹂フロア︑

年の歴史を体験できる﹁スズ

共に﹁スズキ﹂が歩んだ百余

察研修であり意義のあるもの

の雰囲気だ︒三階は︑浜松と

年度の見込み売上収入は︑二

ンを組み︑園内の整備︑果樹

作業員十人でローテーショ

の管理費は︑二千万円だった

いうことであった︒

〝ものづくり″浜松の代表的

担当者から説明を開く会員たち

前身である︒以来︑今日まで

館内を見て回る会員たち

フロ

に至るまでの工程が体験でき
る﹁スズキものづくり﹂

アになっている︒東側のフロ
アには未来を担う子供たちへ
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地区長・班長会
視察研修に参加して
理事 原田昌宏
夜来の雨も上がった三月十
五日朝︑理事長︑事務局長︑
事務局スタッフ以下︑地区長︑
班長四十名を乗せた大鉄バス
は︑今回の視察の目的地のあ
る掛川市に向かった︒

▲掛川市森林果樹公園
最初の目的地は︑平成二十
四年四月から掛川シルバー人
材センターが掛川市より指定
管理者として維持管理を委託
された﹁掛川市森林果樹公園﹂
中速南部の小笠山丘陵の寮

だ︒
の豊かな自然環境の中にあっ
た︒散策を楽しみながらさま
ざまな果樹を観賞できる施設
として誕生したものだとい
ゝつ○

説明を聞きながら園内を回る会員たち

いる元気な方々が︑作業を手

す︒

この家事援助の仕事では︑

月に一〜二回・一年に一回・

依頼されたお宅へ︑週一回・

藤枝西 恩田美佐子

途中で気分が悪くなり︑何か

次の調理の仕事も︑作業の

は約束した時間に遅刻しない

心配になりますが︑訪問日に

家族の事も分からず︑不安で

問するときは︑家庭の様子や

ろいろありますが︑最初に訪

そのほか時々の仕事など︑い

藤枝市シルバー人材セン

自信を無くしてしまいまし

′

ターにお世話になり︑早や四

た︒

ように気を付けて︑駐車場な

した︒

た他の三人の横で休んでいま

伝ってくれることもありま

桜から藤の花へ︑そして青

にシルバー会員で︑ご近所の

年が経ちます︒私の母も生前

それから今に至るまでは︑

葉の季節となりました︒

す︒布巾などをたたむこと
で ﹁リハビリになるからいい
よ︒﹂﹁今まで随分と働いてき

入所されている皆さんの中

四〜五人の会員と連れ立っ

ども確認するようにしていま

たから︑これ位の事はしたい

には︑地元の方がおりますの

主に家庭内の清掃や草取りな

す︒

よ︒﹂と言って協力してくだ

で ︵私も岡部っ子だから︶顔

どの作業ですが︑私には体を

かな会話や︑時には 〝青い山

作業中には︑皆さんと和や

します︒
私も今︑二代目として成長

出掛けて行ったことを思い出

習慣が付いて︑本当に嬉しく

せていただき︑自分にも良い

替え難い大切な人生勉強をさ

方々とお会いし︑何ものにも

さる方もおります︒

﹁亀寿の郷﹂ のお仕事に︑

て︑蓮華寺池公園の草取り作

動かす方が合っているようで

鈴木さち子

シルバー人材センターの会員
見知りも多くて︑﹁さっちゃ

業などに参加して﹁毎日が楽

岡部南

としてお世話になっていま
ん﹂と親しく声をかけてくれ

しい︒﹂と生き甲斐のように

ん達の明るさと︑入所されて
脈ク の歌などを一緒に口ずさ

したいと思って努力していま

シルバーの仕事は︑事務所

この仕事を通して大勢の

す︒
ます︒

いる皆さんの笑顔に励まされ
こんな時︑私も年を重ねて︑

むこともあります︒

入会して最初の仕事は︑

前の職旗のヶシルバーに・人

この職場では︑もう十数年

て働いています︒
主な作業は︑衣類や寝具を

若い頃とは違うことを感じま

立った姿勢で書籍に葉を挟む

り︑最も適切な言葉ですね︒

になりますが︑何時も寮母さ

洗濯する仕事ですが︑沢山

すが︑これは仕方のないこと︑

作業でした︒情けないことに
一時間もしない間に気持ちが

あり・技あり：心ありクの通

思います︒

あって驚嘆することもありま

毎日を健康に過ごせることが
喜びで︑日々 〝感謝クです︒

悪くなり︑一緒に作業してい

す︒

す︒そんな時に︑入所されて

そして︑未来に夢を︑心に

容などにも十分注意して︑大

は燃えるものを持ち︑若さと

私は︑先日︑恩田さんの仕

変に神経を使う仕事です︒

藤枝東︵理事︶ 増田久美子

た家事援助事業に︑多くの女

事に同行しましたが︑こうし

性会員が活躍しており︑皆さ

時間の作業ですが︑他人のお

業に︑利用されている方々か

んの親切・丁寧・真面目な作

宅へ入って行うことですか

ら︑訪問日時の調整や作業内

ら高く評価され︑大変感謝さ
れていることを感じました︒

この様な仕事は︑比較的短

業依頼があります︒

手など︑様々なお手伝いの作

明るさを忘れないで︑元気に

近年︑各家庭からの支援要
請が増えています︒
その仕事の内容は︑家庭内
の掃除・食事の支援・庭の草
取り︑また︑高齢者や身体の
不自由な方のお買物・話し相

﹁今﹂を笑顔で︑生きがいを
持って生活したいと心掛けて
います︒
この﹁今﹂を大事にして︑
明日のあることを願いつつ︑
シルバーの作業を続けなが
に︑これからも頑張りたいと

ら︑皆さんのお役に立つよう
思います︒
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シルバー人材センター事業

の基本理念は自主・自立にあ

り︑会員一人ひとりが直接お

客様と接する機会が多く︑お

客様に対して失礼が無いよう

に︑常に自己を磨く必要があ

ります︒

この度︑草取り及び介護関

係に携わる会員を対象に3月

14日と22日に講習会を開催し

たところ︑大勢の方が参加さ
れ︑大変好評でありました︒
会員すべての人に参考になり
ますので︑内容の要旨をご紹
介致します︒

1．信頼感を与えるお客様対応 5つのポイント
①挨
拶…柏手より先に 相手の目を見て 明るく 続けて
②表
情…挨拶の前から笑顔を作る アイコンタクトのある笑顔
③身だしなみ…清潔感のある装い
④言葉遣い…丁寧な言葉遣いで人間性を表す
⑤態
度…丁寧なお辞儀 しぐさ

2．気持ちの伝わる自己紹介
①背筋がまっすぐな姿勢で立っていたか？
②挨拶の前に相手と笑顔でアイコンタクトが取れていたか？
③挨拶の声は明るく感じ良かったか？
④心地よさを感じさせる挨拶だったか？
⑤あなたと良い関係を築きたいという気持ちが感じられたか？
⑥自然と自分も挨拶を返したくなったか？
⑦これからも付き合っていきたい人だと感じたか？
⑧信頼できそうな人だと感じたか？

3．お客様のご自宅訪問時のマナー
①約束を電話にて事前に取る
②時間、人数などの詳細を確認する
（∋身だしなみを整える
（例）
「わたくし、シルバー人材センターの○○と申します。
明日の△△の件でお電話致しました。
××時にお伺い致します。宜しくお願いします。」

《お客様宅訪問の注意点≫
・予定時間よりも早く訪問しすぎない
・チャイムを鳴らす前に身だしなみを整える
「どうぞ」と案内されるまでは勝手に入らない
・靴は前を向いたまま脱いで、あがってからそろえる
・お客様のプライベートな空間なのでジロジロ見たり、置いてあるものに勝手にふれない
・ご家族の方にお会いしたら「こんにちは、お邪魔しております」と挨拶をする
・用件が済んだら、おうちの方に報告をする
「それでは、失礼致します」と挨拶をして再度「ありがとうございました」と挨拶をする
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しめる活動を目指しておりま
す︒

ていたのを思い出し︑その手
本を書き直して皆さんへの手

本として書いていたもので

テープかCDによる練習で楽

しんでいました︒今︑レーザー

早速書いてもらった作品を

習する方法も取り入れていま

な歌を自分流に唄える様に練

カラオケ全盛ですが︑私達は
今もテープに録音して︑好き

皆さんの前に貼り出して﹁ト

す︒

無理なく安全なプランを

メ﹂﹁ハネ﹂﹁ハライ﹂がキッ

互助会だより
部員数四十五名の内︑女性
三十名︑男性十五名︑皆︑明

モットーに活動しております

るい元気な方々です︒
グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ ク ラ ブさ藤
て︑人間のどの機能も働

■

・

．

︑

十八年も続けられたのも現

在も続けていてくれる数人の
ております︒

仲間が居たからこそと感謝し

第1︑3日曜日︒午後1時
〜3時30分︒︵事務所2階︶

大きな声を出して唄うのは
健康に大変良い事です︒

自分のパソコンを持ちなが

ら︑思う様に扱えないもどか

しさを感じている方は多いか
と思います︒

如何？パソコンについて聞い

パソコンに対する疑問や雑
間？何でも持ち込んでみては

女を問わず募集しておりま

てみたい事の有る方は是非一

先ずはシルバー事務所へお
電話を下さい︒

教室＝毎週︵金曜日︶午前

入会金・千円
年会費・3千円

9時30分〜11時30分

午前9時30分〜11時

部苧野川 勲 血646−0876

稽古日は毎月3回

シルバー事務所2階講堂

第1︑2︑4土曜日

度お越し下さい︒

す︒

現在部員は十五名︑老若男

練習は毎月2回

す︒一度覗いてみませんか︒
新入部の方大歓迎です︒

信を持ってもらい︑個性豊か

チリしているものは褒めて自

お待ちしております︒

ので︑お気軽にご参加下さい︒

な作品が出て来た時は︑褒め

薫 会 と 岡 部 町 グ ラ ウ ン か
ドさゴ
なけ
ルれば衰えます︒

写真は豊橋向山梅園へ行っ

フ 愛 好 者 グ ル ー プ と の 交そ流
こで
大︑最近良く耳にする
会 が 桜 花 爛 漫 の 巨 石 の 認
森知公
症を園予防する︑脳を活性

方に苦労した覚えがありま

書道誌を決め︑月例競書を毎

あれこれと迷いながらも︑

す︒

た折のものです︒︵平成25年︶

であると云われています︒

に て 三 月 二 十 九 日 に 行 化
わされ
せる
まためには囲碁が最適
し た ︒
混 成 チ ー ム に よ り 4 ゲ ー現ム
在︑囲碁部では左記の日
︵2 1H ︶ 和 気 あ い あ い と程ゲ
によ
ーり勉強会を行っていま

月出品することにより︑お互

す︒興味をお持ちの方はどう

ム を 楽 し み ま し た ︒

1

やってきました︒

いが切磋琢磨を続けて今日迄

︑

記

か︑あるいは部長へ電話して
く
さい︒
さだん

藤 薫 会 の 上 位 入 寮 者 は ぞ
︑直次
接会場へおいでになる

互助会組織が発足後間もな
い頃︑何から始めたらよいの
やら︑先生を招碍ぶにも資金

会計・小澤 正吉 血638−1950

会場は高洲公民館です︒

幹事・平野 利勝 血6672376

は無し︑有名な先生に午前中

平成七年に発足と共に多数

幹苧有賀美津江 h638−3965

に︑大井碧水先生に書いて頂

の歌の好きな人達が集まり︑

二時間の講習は破格の礼金が
要るだろうし︑散々悩んだ末
いた宋書きの手本が数枚残っ
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の と お り で す ︒
鈴 木 善 勝 さ ん 増 田 幸
田 中 き ん さ ん 寺 尾 辰 夫 さ ん
飯 田 正 次 郎 さ ん

平成七年に互助会設立と同
時に立ち上げて以来︑会員の
脚力に応じたコース・プラン
を企画︑早春の梅見︑夏の納
涼ハイク︑忘年会を兼ねた
コースの設定など︑安全で楽

毎月兼2・4水曜日︵2回︶
時間は午後1時から5時迄
会場は学習センター2階の公
民館
連絡先は部長 佐野友信
電話 646−7472
満開のサクラの下で 岡部巨石の森公園

学生の頃から山登りが好き
で中学卒業の時︑友人四人で

ボルともいうべきハスの花の

今年も蓮華寺池公園のシン

私たちはもうこれ以上進む
のは危険と判断し︑引き返す

快晴の連休︑5月3・4日藤

待たれる蓮華寺池の
ハスの開花の季節

う者同士の山行きに変わりつ
つある︒

ことにした︒長い登山の経験

枝市運動公園多目的広場で珍

季節を迎えた︒

ばし月山花笹ラインに入る

を目指した︒前夜︑高速を飛

月山神社が鎮座し︑多くの修

山として知られる︒山頂には︑

えられ︑修験者の山岳信仰の

湯殿山︑418mの羽黒山と
ともに出羽三山のひとつに数

となり90秒から150秒の時

人間一人︑犬一匹で1チーム

を全国展開している団体です︒

体となって技を競うスポーツ

IAPAN︵ケーナインディスク
ジャパン︶という犬と人間が一

主催団体は︑KゆDISC

言えよう︒

が似合う花の代表的なものと

る︒﹁アジサイ﹂とともに雨

梅雨空の下︑霧雨にぬれな

稲葉 原田昌宏

北海道の利尻山︑南の屋久

の中で初めての挫折であっ
た︒

しいイベントが行われました︒

だまだ百名山踏破には︑程遠

島官之浦岳まで登ったが︑ま

月山は︑標高1500mの

ごした思い出がある︒高校の

社と市ノ瀬の神社に無断で泊
り︑莫産一枚掛け寒い夜を過
頃︑雨が降り出し鶴岡では︑

験者や参拝者が訪れる︒古く

︑︼ 0

時︑友人三人で︑八ヶ岳登山︒
雷鳴を伴う豪雨となり道路も

からの名では肇牛山と言わ

高根山と宇嶺の滝へ︑白山神

校則では禁止されている泊り
れでも月山高原ラインを登る

水没するなど大変だった︒そ

れ︑峰子皇子が開山したと伝

生の好意で先生の同行という
紅葉の美しさに息をのんだ︒

に青空も覗き︑眼前に展がる

らよく見える︒豊富な残雪の

盆地︑庄内平野︑最上地方か

えられる︒山体の姿は︑山形

の多彩さ︑音楽との融合︑犬の

完成度を競うスポーツです︒技

リック︵技︶を繰り出し︑その

る︒

ちが集まったということであ

畔には早暁から大勢の粋人た

ことを信じて︑上野の不忍池

ハスの花のつぼみの開く時

暁の昔して匂ふ蓮かな

法の花昔して開く蓮の花

に︑妖しい音を発するという

条件付きで八ヶ岳登山が実現
庄内平野の先に日本海が光っ

ため︑国内では乗鞍山や立山

江戸時代︑江戸の人々は︑

がら咲く花の風情は格別であ

の八ヶ岳登山を計画したりし
頃には雨も止み︑雲の切れ間

した︒小海線の急こう配を喘
ぎながら登る列車から飛び降
ていた︒弥陀ケ原の湿原を過

昨年秋︑友人と紅葉の月山

た︒その時は︑生徒指導の先

間の中︑音楽に合わせ︑パート
ナーである犬とさまざまなト

りディーゼル機関車と競争し

クスローの安定など多岐にわた

ジャンビングの美しさ︑ディス

などの俳句も詠まれている︒

とともに夏スキーが楽しめる

クマ笹の高原で風雨を避ける

り判断されます︒人の胸︑背中︑
足︑あらゆる部分を踏み台にし︑

文化に深くかかわり︑多くの

ぎた頃︑また雲行きが怪しく

ところもなく︑その間にも風

寺院の装飾や仏像︑経巻その

て先生に叱られたこともあっ
大学の時︑五人で燕岳から

スクをキャッチします︒

また︑飛び越え︑犬たちはディ

など︑県を代表する山として

槍が岳の表銀座コースを縦走

雨は︑さらに強くなり立って

人と犬との絶妙のコミュニ

なり風雨が強くなってきた︒

し上高地に下りたが︑泊る処

いられない程になって来た︒
姿勢を低くして高山植物保護

ケーション能力に感動いたし

た︒

がなく四十人用の大型テント

用ロープに捕まりながら進む

て︑幽玄の世界に浸りながら

たずみ目を凝らし耳を澄まし

束の空の白む頃︑池畔にた

きよゝつ︒

根ざした名花ということがで

ている︒日本人の心情に深く

きれないほどの造形が伝わっ

他さまざまな仏具などに数え

古来よりハスの花は︑仏教

に寒さに震えながら男同士で

のがやっとだった︒

抱き合って一夜を過ごした︒
その頃は︑﹁深田久弥﹂ の
百名山などは眼中になく︑北
ア︑南アの三千メートル級の
山々を繰り返し登っていれば
よかったのだ︒

心意気に思いをめぐらせるの

江戸の人たちの情趣あふれる

山岳会などいくつかの山岳グ
ループを渡り歩いたものだ

も一興かと思う︒

島商OBの静棲︑藤枝峰友

が︑最近では少人数の気の合
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に小一妄信こ⁝
〜一時預かり
出張預かりサービス〜

入会希望者
説附会由お知らせ

テラン会員がお子様をお預か

は︑専用の預かりルームでベ
説明会を開催しております︒

に︑左記のとおり︑毎月1回

は︑入会を希望する方のため

シルバー人材センターで

シルバー人材センターに対
りします︒予約制ですが︑緊

シルバー人材センターで

する地域包括ケア体制の充実

世鵡＝．

が年々高まっております︒そ
︻シルバーに入会するには︼

会員就業率の向上を目指し
事﹂﹁その他ご要望﹂など役

午後1時〜3時30分

問合せ 641−5565
事務局 村松まで

草刈・草取り作業員が不足
しておりますので︑積極的

します︒

上の方

間

開催日
時

＊

＊

午後1時30分〜4時

事務局にお問合せく
ださい︒

藤枝市内に居住する60歳以

申し込み資格

直接窓口へ

﹁﹁A＞＜ 641−8816

申し込み方法
︵次のいずれかで︶
電 話 641−5565

＊

ためて開催のご案内をお送り

お申込みいただくと︑あら

ください︒

お気軽に事務局へお問い合せ

入会したいと思われる方は︑

シルバーに興味のある方︑

いています︒

するかどうか判断していただ

説明会を受けた後に︑入会

ただく必要があります︒

この説明会を必ず受けてい

急の場合はご相談下さい︒

として︑生活サポート事業を
☆買い物サポート

実施する事になりました︒
☆ゴミだし
☆電球交換など
お気軽にご相談下さい
電話⁚641−5565

〜いつまでも笑顔で
生活するために！〜
は︑シニアの健康機能維持・

職員が相談に応じています︒

﹁就業の斡旋﹂﹁就業上の困り

向上のため︑市内の各種シニ

お預かり風景

時 間 午前10時〜11時30分

お気軽においで下さい︒
開催日 毎週第3水曜日

バー流健康体操の講座を若々
しく・はつらつとした会員が
開いております︒お気軽にご

9：00〜16：00

◆今年は︑サクラの開花も史
上最速とかで観光業者︑イ
ベントの主催者などは︑大
慌て︒各地でサクラ狂想曲
が鳴り響きましたね︒
◆一面で取り上げました本
市岡部町の特産である ﹁朝
比奈玉露﹂ も例年に較べて
新芽の伸びが10日も早いと
茶農家の人の話でした︒長
いことお茶の仕事に関わっ
てきたがこんなことは初め
てだと言っていた︒自然環
境の変化による異常気象の
影響でしょうか︒
◆﹁シルバーふじえだ﹂ 49
号発行の運びとなりました︒
この度︑公益社団法人とな
り総会が年一回となったた

め︑給会の記事がなくなり
紙面を埋めるのにスタッフ
一同苦労いたしました︒
◆広報発行の都度︑会員の
皆様には自由な投稿をお願
いしておりますが︑なかな
か思うようにはまいりませ

ん︒私たちのミニコミ紙﹁シ
ルバーふじえだ﹂ を全員参
加で盛り上げていきたいも
のです︒

時

6月22日︵土︶午後1時〜

日

場

藤枝市生涯学習センター

会
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れに応えるべき新規性の事業

出前講座の一場面

アの集いに出前をして︑シル

シルバー人材センターで

対象年令二6ケ月〜4歳未満
利用 日二月〜金
（裸・12／29〜1／4日を除く）
利用時間：9：00〜16：00
利用料金：800円／時間
（出張は交通費200円がプラス）

な応募をお待ちしておりま
す︒

ベテラン先生が
親切・丁寧に指導
一般の方及び
シルハー会員

相談下さい︒
料金：講師2人1線
1時間2，140円
ご相談は
藤枝市シルバー人材センタ【
事務局 641−5565

家庭教師的な個人指導の講座が
受講者に好評です。

1講座：2時間×3回→3，210円（1時間当たり535円）

シルバー人材センター 担当：村越 TEL：641−5565

