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設立訓周年を契機に、新たなスタート！！

市民生活を支援する、シルバーの事業活動

藤枝市シルバー人材センターが設立さ

れて︑本年は三十周年記念の年を迎えま

した︒

昭和五十八年に︑第一回通常総会を

開催した時は︑会貞数百九十名でした

が︑現在の会員数は一千五名となり︑

センターの事業実績も大きく伸展して

います︒

会員の皆さんが各地域で︑高齢者の生

活支援や市内の企業・事業所などで︑豊

富な知識・経験を活かして活躍しており︑

多くの皆さんから大変感謝されています︒

この三十周年を祝う式典が︑六月二十八

日に市民会館ホールで開催されました︒

当日は︑定時総会に引き続いて記念

式典が行われ︑ご来賓として北村藤枝

市長・薮崎市議会議長・佐野県議会議

員・落合県議会議員のご臨席をいただ

き︑三十周年のお祝いと共に︑会員が

熱心に仕事に取り組んでいる日頃の活

動に対して︑励ましと感謝のお言葉を

賜り︑﹁皆さんのお役に立つ仕事が出来

て︑本当に良かった︒﹂という会員から

の声が聞かれました︒

そして︑この三十年の節目の年を︑シ

ルバーの新たなスタートとすることを︑

会員同士で誓いました︒

この式典の後︑勇壮な藤枝太鼓の演舞

や︑抽選会が行われて楽しい式典の一日

となりました︒
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公益社団法人としては︑第三

業経済の厳しい環境など最近の

東日本大震災の発生や︑国の産

公益社団法人への移行︑また︑

業を採用し︑国や市の援助を得

事業面でも新規の企画提案事

ました︒

など︑成果を上げることができ

拶

回目の定時総会です︒そして今

五年間にはいろいろ大きな変化

挨

年はシルバー人材センターが設

て積極的に事業を推進しており

大井 市郎

向けて︑藤枝市のご支援・

三十五周年・四十周年に

目の年として︑これから

この設立三十周年を節

ます︒

がありました︒

理事長

企画提案を取り入れて事業の推進

大きな変化のあった最近の五年間

立されて三十周年の年を迎えま

した︒この総会の後︑皆
様とご一緒に三十年をお

祝いする記念式典を行い
ます︒

さて︑本総会は平成二
したが︑センターの事業は︑会

いて︑シルバー人材センターを

ご家庭の皆様のご理解をいただ

市内の企業・事業所や︑一般の

どが主な議題でありますが︑こ

員の皆様や役員・職員の方々が

さらに発展させたいと思います︒

このような状況の中にありま

こでセンターの最近の事を振り

いろいろな面に取り組んでいた

十五年度の事業と決算の報告な

返ってみたいと思います︒

が緩やかに回復しっつあること

二十五年度の事業は国の経済

協力をお願い申し上げます︒

今後ともより一層のご理解とご
て就業率や契約高を向上させる

だき︑大変なご尽力によりまし

藤枝市と岡部町のシルバーの
統合・第二次中長期計画の策定・

☆平成二十六年度・定時総会☆

を反映して︑地域の産業経済も

徐々に上向き傾向のように感じ

本年度の定時総会は︑六月二十八日 ︵土︶ に市民会館ホールで開催されま
した︒当日は︑会員七百五十二名︵書面による出席を含む︶ の皆さんが参加

ますが︑まだまだ厳しい状況で

す︒

して︑提案された議案などすべての事項が可決・承認されました︒
また︑この総会後︑藤枝市シルバー人材センターが設立して三十周年にな

事業の実績は︑市などの公共

事業は増えていますが︑民間の

企業や一般家庭からの受注が︑

少し減少していることなどか

と比較して約一千万円 ︵年額の

ら︑会員への配分金が︑前年度

二次中長期計画﹂ を基本に︑事

三％︶ の減となりました︒＼

平成二十五年度の事業報告と収支決算報告

平成二十二年度にスタートし
﹁シルバー人材センターの第

業に取り組んできました︒

就業開拓と会員の増員確保

りますので︑お祝いの記念式典も行われました︒

た
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﹁公益社団法人﹂になって
平成二十四年度から︑﹁公益

は︑役員・職員が積極的に努め︑

／しかし︑就業開拓について

実施することができました︒

ンターが地域に貢献する事業を
会員数の増強状況は︑毎月﹁入
増貞に努め︑技能・技術会員の

また︑新規の事業として ﹁生活
業﹂・﹁健康・生きがいシルバー

確保については︑各種研修会や

会説明会﹂ を開催して︑会員の

農業事業﹂ に取り組んで︑事業

入会時の面談などを行ってきま

環境改善・にこにこサポート事

の拡大に努力し︑また︑シルバー
した︒

一千人名となりました︒

平成二十五年度末の会員数は

流の健康体操事業や︑子供たち
の農業体験学習会を開催するな
ど︑多くの高齢者と子供たちの

正 味財産 期末財産

54，
13 6 ，
384

45 4 ，
5 4 1，
000

参加によって︑シルバー人材セ

◆本年度の事業計画と収支予算◆

む地域社会の ク支え手″ となる

地域社会のク支え芋″となる事業の推進
シルバー人材センターを取り

センターの事業には︑支援が強
今年は︑センターが設立三十

まく環境は︑景気が一昨年の後
していると言われていますが︑

年の節目の年になりますので︑

く求められています︒

実体経済はまだまだ厳しい状況

中長期計画に沿って︑今まで以

半から緩やかに回復傾向を持続

にあります︒

54，
13 6 ，
384

新規入会者が少なくなり︑民間

ンターの会員に六十歳代前半の

定年延長や再雇用が増えて︑セ

で︑今までの民間企業との契約

一般派遣事業に取り組みますの

指導強化により︑当センターも

特に︑本年度は国の適正就業

般家庭などへの就業機会を確保

の増強︑そして︑民間企業や一

地域の求職者の雇用や新規会員

しかし︑一方では高齢化の進

企業からの事業受注にも減少が

上に地域の皆さんから信頼さ

54，
224，
384

一般正味 財産末首残 高

し︑事業所や地域の高齢者を支

また︑少子高齢化社会の中

一般正味 財産期首残 高

10 2 ，
000

を︑変更することも予想されま

れ︑社会貢献を目指したいと思

4 15 ，
000，
000

見られます︒

で︑六十五歳までの継続雇用制

事業収益

12 ，
3 73 ，
00 0

2，
200，
000

管理 費

援することを推進します︒

います︒

2，
12 0 ，
000

′
経常収益 計

4 54 ，
62 9 ，
00 0

経常経 費用計

事業 費

また︑市の委託事業として︑

平成2 6 年4 月1 日から平成2 7 年3 月3 1 日まで （
単位 ：
円）

す︒

度が施行されたことによって︑

△ 88，
000

引当金戻 入収益

評価 損益 等調整 前当期
経 常増減 額

受取負担 金

35 ，
1 15 ，
000

受取補助 金等

経常 費用

一般正 味財産増減 の部

441，
2 56 ，
00 0

4，
000

受取会 費

特定資産 運用益

0

雑収益

社団法人﹂となり︑それまでは
﹁社団法人﹂として︑年二回の
通常総会を開催してきました
が︑平成二十五年度から年一回
︵六月開催︶ の定時総会となり︑
事業報告と収支決算の承認を
いただくことが主な議題とな
りました︒

以前の総会に議題として提
案された事業計画・収支予算
は︑毎年二月の理事会で決定さ
れることになりました︒

平成 26 年 度収 支 予算 書

◆
①会員の増強と

◆

れる傾向にありますが︑利用者の

よって内容や時間などが細分化さ

この介護保険事業は︑法改正に

えています︒

援事業や訪問介護などの要望が増

高齢社会とともに︑居宅介護支

⑤介護保険事業の推進

事業の基本方針

就業機会の積極的拡大
民間企業・自営業者・地域の自
治会などに︑センターの事業内容
を周知して︑就業の拡大と会員の
入会促進を図る︒
②安全就業の徹底と
ニーズに沿ったサービスの提供に

した︒

を超え︑健全な成長を遂げて来ま

一千八人︑契約金額四億三百万円

が︑平成二十五年度には︑会員数

契約金四千九百万円であった

設立年度の会員数は百五十人名・

あります︒振り返ってみますと︑

敦立30周年記念式典盛大に単行

三十周年の節目の年を
更なる発展の礎に
藤枝市シルバー人材センター設
当たり︑ご来賓として北村藤枝市

行政機関のご支援と長年にわたり

たのは︑ご理解とご指導を頂いた

このような業績を残す事が出来
長様をはじめ︑薮崎市議会議長様︑

発注を下さった企業の皆様及びご

立三十周年記念式典を開催するに

佐野・落合両県議会議員様をお迎

家庭の皆様方のご協力そして真面

適正就業の推進

えし︑また︑会員多数の皆様のご

目にその業務を遂行した役職員・

努める︒

介護の対象になっていない一般

出席のもと︑ここに盛大に開催で

会員のご協力の賜物であります︒

会員の作業中の事故防止のため

会を行ない︑適正な就労︑また︑

家庭からの家事援助が求められま

きました事に対し︑厚く御礼申し

であり︑各種の安全講習会や研修

サービス事業の推進

⑥福祉・家事援助

就業途上の交通事故を防ぐために

すので︑サービス内容の資質・技

に︑安全就業は最も基本的なこと

安全運転にも努める︒

上げます︒

⑦普及啓発活動の推進

会員の活動として︑公園の清掃

に対応するための施策として︑新

高齢社会の急速な進展に積極的

なります︒設立当初からの﹁自主・

ンターの果たす役割も益々重要に

貢献する場はさらに拡大し︑当セ

を︑改めて会員・役職員が一丸と

たな発想と理念の下に構成された

当センターは︑昭和五十八年

なって取り組んでいく覚悟を誓い

自立・共働・共助﹂ の理念を基本

十二月に任意団体として設立総会

合い︑本日ご臨席の皆様の更なる

シルバー人材センターは︑昭和

を行い︑翌年六月社団法人に移行

当センター事業に対し︑ご支援と

として︑地域社会に貢献して活力

し︑ここに満三十年の節目の記

ご協力をお願い申し上げ式辞とさ

五十年代︑全国各地に設立されま

念式典を執り行うという事に相

せて頂きます︒

ある高齢社会に貢献して行くこと

成り︑改めて祝意を表す次第で

した︒

高齢化社会は益々進み︑社会に

術を向上させることに努めます︒

③技能会員の増員と
技術向上の推進

シルバー人材センターの事業や
活動内容を︑広く会員や一般市民

広範な就労業務の要望がありま
すので︑資格や技術・技能を有す

にPRするための広報﹁シルバー
ふじえだ﹂などを発行します︒

る会員の増員・入会に努める︒
④効率的な組織運営と
地域の皆さんや事業所など発注

奉仕活動など︑住みやすい地域社

⑧ボランティア活動の推進

者のニーズ︑また会員の声を反映

会づくりに貢献する︒

財産基盤の確立

して︑時代の変化に対応した柔軟
な事業運営・中長期計画に基づい
た健全財政の運営を目指す︒
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こサポート事業﹂ あるいは︑蓮

援として ﹁生活環境改善にこに

ては︑出来る限りの支援をして

のシルバー人材センターに対し

て今日に至るまでのご尽力に対
して深く感謝申し上げます︒

発展に永年寄与して頂き︑そし

り︑心からお祝い申し上げま

の設立三十周年を迎えるに当た

顔を拝見致しまして︑大変嬉し

今日は︑皆様方のお元気なお

陰様で三年連続微増ではありま

人口減少があります︒本市はお

きな期待を持っております︒
今︑社会の大きな問題として︑

地域社会に根差した事業に取り
組んでいることに︑私は大変大

ルバー人材センターが︑これら

発展と会員の皆様方のご健康と

ルバー人材センターの益々のご

最後になりますが︑藤枝市シ

す︒

導いて行って頂きたいと思いま

て︑これからの事業を成功に

活かして頂き︑皆様一丸となっ

におかれましては︑永年培って
きました技能や知識を最大限に

まいりますので︑会員の皆様方

おいて高く評価されておりま

な仕事ぶりについては︑地域に

を果たしているところでありま

甲斐と健康づくりに大きな貢献

事業を展開され︑高齢者の生き

や経験︑技術を活かして様々な

シルバー人材センターは発足
以来︑会員の皆様の豊かな知識

華寺池公園の美化など積極的に
取り組んで頂いております︒シ

す︒又︑只今は永年にわたり︑
すが︑人口は着実に伸びており

更なるご活躍を心から祈念申し

す︒

藤枝市シルバー人材センター

く思います︒

この事業の推進に大きく寄与さ

上げまして︑私のお祝いの挨拶

けられました︒皆様方には心か

そして︑積極的に地域社会に

また︑会員皆様の丁寧で誠実

す︒

れた方々が感謝状や表彰状を受

ます︒この事は本市が住み易い
街として︑色々な方から注目さ

と致します︒

ます︒

大きく貢献しているものと思い

本日は︑公益社団法人藤枝市

も︑皆様方が活躍できる場を提
供出来るように︑行政と共に努

あると思っております︒
私ども市議会と致しまして

されている事も素晴らしい事で

貢献し︑生涯現役を目標に活躍

世代を担う大切な子供たちの健

シルバー人材センター設立三十

力していく所存であります︒

これも皆様方の活動と頑張りが

れているという事であります︒

らお祝いを申し上げると共に感
謝を申し上げます︒
に八千件︑年間契約額も四億円

全育成も含めて︑ご自身の生き

周年記念の式典の開催に当た

現在の業績は︑受注件数が実
を超すという大変素晴らしく︑
着実に実績を残しており︑本市

がいづくり︑また健康づくりを

皆様方におかれましては︑次

における高齢者の能力の活用や

通して社会に貢献して頂いてお

色々な形で発揮して頂きまし

をまずもって︑この場を借りて
御礼申し上げます︒

解とご協力を賜っていますこと

日頃皆様方には︑行政並びに
議会に対しましては︑深いご理

す︒
結びに︑会員の皆様のご健勝

されますように念願しておりま

人材センターとして事業が推進

る技量を存分に発揮し︑いつま

でも市民に信頼されるシルバー

また︑表彰を受けられた方々
には︑シルバー人材センターの

とご多幸をご祈念申し上げ︑挨
拶と致します︒

どうか皆様方には︑持ってい

福祉の増強などに大きな役割も
果たしているという事でありま

り︑二言市議会を代表してご挨
拶申し上げます︒
ります︒

の事業活動につきましては︑単

まさに一人ひとりがお力を

に高齢者の就業促進に留まる

て︑色々なことに輝くという事
で︑地域が活性化され街づくり

す︒
藤枝市シルバー人材センター

事無く︑今社会の大きな課題と

思っております︒
藤枝市といたしましても︑こ

の理念へと繋がっている事と

なっている耕作放棄地を活用し
た ﹁健康生きがいシルバー農業
事業﹂ あるいは︑買い物弱者支
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シルバーの事業にご理解とご支援
多年にあたるご協力に感謝！

真面目な仕事に感謝
鈴木鉄工所株式会社
代表取締役社長

曽根 寛

た方や︑シルバー事業に貢献され

お祝い申し上げます︒

設立三十周年を迎えられ︑心より

藤枝市シルバー人材センターが
た方々をも併せて表彰いたしまし

シルバー人材センター設立三十
周年記念式典において︑長年にわ
た︒

高齢化社会が年々進む中で︑社

たりシルバーの事業振興に貢献さ

き︑身に余る光栄と感じておりま

すとともに貴法人の益々の発展と

会員の皆様のご活躍を心から祈念

申し上げます︒

大好きな
汐ルバー人材センター

葉梨地区

この度は︑私共五十七名が晴

岩井 亮算

の役割は益々重要視されています︒

れがましい表彰をしていただき︑

会情勢の変化に対応したセンター
近年大手企業の大部分は︑為替

身に余る光栄であり︑代表して

れた十五企業の方々に感謝状を贈

のリスクを回避し︑安い労働賃金

厚く御礼申し上げます︒シルバー

呈させていただきました︒当日

を求めて海外に生産拠点を移して

人材センターに入会して十有余

感謝状を贈呈した企業
れご協力いただいた企業は左記の

いる中で中小企業を取り巻く経済

いただき︑大井理事長から感謝状

は︑入社の代表の方々にご出席を
及び記念品を贈らせていただきま

とおりです︒︵敬称略︶

年︑この間大過なく過させてい

永年にわたり事業振興に貢献さ

した︒

環境は厳しく︑各社とも必死に生

また︑永年にわたりシルバーの

ただきましたことは︑ひとえに

方のご指導と︑また一緒に汗を

き残りをかけた生産活動を模索し
私は︑高齢化した社会の中で︑

流した同僚各位の温かいご支援

鈴木鉄工所㈱

社会の様々な分野の第一線で活躍

によるものであります︒

地区長︑班長として地域の会貞の

し︑豊富な知識と経験で培われた

この表彰を受けましたのは︑

理事長様をはじめ︑職員の皆様

㈱グリーン藤枝

有能な人材を活用することこそが

とりもなおさず私たちに対する

ています︒

㈱サン

生き残りの道だと考えています︒

激励の意味でもあろうかと思い

㈱赤堀技研

㈱藤枝ゴルフクラブ

当社では常時四名のシルバー会

ます︒この感謝の気持ちを胸に

連絡や︑とりまとめ等に活躍され

㈱ヤマシタコーポレーション

員が就労していますが︑そのまじ

深く銘じ︑大好きなシルバー人

㈱エイジー

東海ナッツ㈱

めに働く姿︑また丁寧な仕事は若

㈱レント静岡管理センター
特別養護老人ホーム亀寿の郷

材センターのために︑今後も力

といたします︒

をお願い申し上げ︑お礼の言葉

今後とも一層のご指導とご鞭桂

を尽くしたいと思っております︒

い社員の見本となっています︒

富水会

今後とも幅広くセンターの利用

特別養護老人ホームふじトピア
社会福祉法人

今回センターの事業振興に貢献

推進をして行く所存です︒

松葉倉庫㈱

した団体として感謝状をいただ

藤枝市社会福祉協議会
九十商事㈱

金具の表彰
青 稲
島 葉
北 2
3

︻会 員︼
︽瀬戸谷地区︾
向島喜代治

夏賀 邦吉

小澤 正吉

佐野 友信

飯塚 茂司

坂井 茂二

洋本 康逸

良知 幸戒

︽藤枝西地区︾

田山 錦一

瀧本 園子

瀧本 治朗

高木 光子

徹

小林 英樹

建部
仁彦

清
岩本 孝一
杉山

阿井
成岡久仁治
青島 末二
大塚 三男

登日島南地区︾

小松原敬三
池田 貞子

博

穂積 周作

博

曽根

進

平口

清

坪井

青島 康雄
隆

板橋 勝昭

怜

鷺山

永田

岸本 孝夫

宝日島北地区︾

森下けい子

富美雄

小澤 清二
槻
森 はるえ

渡追ミチ江

︽高洲地区︾
杉山 光隆

︽葉梨地区︾

寺本

明

秋山

萩原 東一

訓伸

岩井

安井一年

小田 辰男

薮崎 邦夫

江成 秀行

山口 幸江

鈴木 武雄

武男

平出

隆夫
︽岡部南地区︾

富岡

︽大洲地区︾

菅ケ谷欣也

平松 充子

有賀美津江

堀江 正夫

仁科美智江

南條亀輿志

立浪 悦子

澤田 喜恵

萩原すま子

松浦 三雄
登

増田

勝

︽岡部北地区︾
西堀

満昭
栗原 順一

小島
広幸

長田 誠次

︽藤枝東地区︾

石黒三津江

︽西益津地区︾

坂東 祥行

秋田 賢司

︽広幡地区︾

亮算

松井

地区長・班長・会員として事業推進に貢献された方々が表彰されました︒

大 大 高 高 音 青 青 青 青 藤
洲 洲 洲 洲 島 島 島 島 島 枝
6 2 8 3 北 北 北 北 北 東
12 8 6 5 4 6

望月

︑

■

・

ション

ます︒

演奏は︑勇壮に︑華麗に︑華や

かにメンバーの息の合ったパテさ

ばきで﹁本願力太鼓﹂など4曲が

演奏され︑締めの﹁遊神﹂という

おめでたい曲が終わるまで︑しば

し時間のたつのを忘れさせました︒

りましたが時間の都合で︑会員の

会場からアンコールの声も掛か

この ﹁藤枝太鼓﹂ は︑結成か

要望に応えられなかったことは大

と言われている全国国民文化祭・

の草分け的存在で﹁文化の国体﹂

れました︒

が景品をいただいて笑顔で帰宅さ

が決まり︑参加したすべての会員

での太鼓教室活動を通じて︑和太

市民イベントに加え︑地域や学校

﹁桜祭り﹂ や﹁藤まつり﹂などの

二十一名︵会長・寺田益男氏︶ で

会員は現在︑男女合わせて

て最多の出場を誇っております︒

和太鼓大会には静岡県代表とし

4等︵全員︶

3等 七十本

2等 五十本

1等 三十本

理事長のくじ引きで

ションとして抽選会を行いました︒

三十周年記念式典のアトラク

︽お楽しみ抽選会︾

変残念でした︒

ら三十一年︑近隣太鼓グループ

を盛り上げました︒

集いは﹁藤枝太鼓﹂ の演奏で会場

記念式典のアトラクションの

︽勇壮な藤枝太鼓の演奏︾

がさ∨ミミ等＼∨室芸等﹀ハ夏至をハ墓まを／︑．︶を㍉

■

鼓の普及振興に取り組んでおり
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◆ 昭和五十八年度

高齢者が生きがいと働く喜びをもって

◆ 昭和六十二年度

七月・会員の西益津地区懇談会

十月・富士市シルバーとゲート

ボールの交流大会

・会員の手工芸作品展 開催

◆ 昭和六十三年度︵平成元年︶

四月・事務所を藤枝五丁目 ︵各種

団体事務所︶ に移転

・静岡県シルバー人材センター連

合会発足

六月・財政調整基金の設定

二月・設立五周年の記念式典

◆ 平成元年度

四月・会員の親睦旅行︵香嵐渓︶

五月・シルバー人材センターのP

Rと会貞募集のパンフレットを

・県シルバー人材センター連合会

市内の全家庭に配布

七月・配分金・七月分が︑念願の

三月・ペンキ塗り講習会

発足

八月・老人介護研修会

円を突破した︒

一千万円を超す︒
三月・配分金が︑当年度額で一億

士市シルバーを訪問︶

四月・地区長・班長の視察研修 ︵富

◆ 昭和六十一年度

社会に貢献する自主・自立・共働・共助の事業活動
◆ 昭和五十九年度
六月・藤枝市シルバー人材セン
ターを﹁社団法人﹂ にするため

七月・藤枝市シルバー人材セン
ター設立準備委貞会の発足
の総会を開催し︑十二月に社団
法人として認可された︒

十二月・任意団体としてク藤枝市
シルバー人材センター″ の設立
総会を開催 ︵会員百五十人名・
会費五百円︶
・事務所を藤枝市役所内に開設

二月・社団法人・藤枝市シル
バー人材センターの第一回
通常総会を開催︵会員百九十
名︶
・初代理事長に竹田貞一氏
・理事十三名・監事二名
・事務所を元県税事務所︵青木︶
に移転
三月・植木前刀定技能講習会

◆ 昭和六十年度
四月・会費五百円を千円に改正・
第一回地区長・班長会を開催
六月・クシルバーふじえだ″創刊
号を発行する︒
十月・会員の就労開拓に︑市内の
事業所訪問を始める︒
十一月・襖・障子張り技能講習会
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◆ 平成二年度
四月・地区長・班長の視察研修︵清
水市シルバーを訪問︶
六月二日同齢者労働能力活用会議
十一月・会員の親睦旅行︵箱根︶
三月・地区長・班長の視察研修︵相
模原市シルバーを訪問︶

◆ 平成三年度

十二月・創立十周年記念式典
三月・役員・地区長・班長の視察
研修︵厚木市シルバー訪問︶
◆ 平成六年度
六月・第二十回通常総会 開催
・役員改選 竹田理事長から第
二代理事長に寺田信次郎氏
十月・福祉料理教室
・会員の親睦旅行︵伊豆・伊東︶
十一月・役員視察研修︵福井市・
松任市︶
二月・第二十一回通常総会 開催

三十周年を迎えた藤枝市シル

藤枝SCに入会された皆さん

かし少し働きながら︑社会貢献

は︑それぞれの職場で活躍され︑

三十年前に発足した頃︑何回

をという方々であり︑また一方︑

バー人材センター・誠におめで

も準備委員会を開きながら︑設

仕事を依頼する会社など事業所

第一線を終えて︑その経験を活

立に向けた協議をくり返した事

とうございます︒

を︑懐かしく思い出します︒
このセンター
は︑高齢者の ク生

きました事を︑厚くお礼申し上
げます︒

センターの設立当初から十三
年間︑事務局長として皆様にお
世話になり︑大変ご支援いただ

ンターの関係者全体が︑
会員の成果として︑皆さんで喜
びました︒

時の竹田理事長や藤枝市
の飯塚市長をはじめ︑セ

年額一億円を突破し︑当

センターが発足して四
年目の昭和六十一年度末
には︑会員への配分金が

センターの事業拡大にも
努力しました︒

く思いました︒
会員が年々増して職場
確保も忙しく︑役員と職
員が事業所を訪問して︑

られた時は︑本当に嬉し

は︑SC会員の仕事ぶりに期待
され︑センターの責任は
重く大変でしたが︑会員
の仕事が信頼され︑褒め
きがいと健康づく
り″を目的にして︑

会員の仕事の場・
働く場を提供する
ために︑昭和五十
八年十二月二十五
日・市役所の大会

最初の仕事は、職場の仕事探し

魯

杉森 忍（元事務局長）

十一月・藤枝・富士・磐田︵三市︶
のシルバー親善交流ゲートボー
ル大会︵富士市︶
二月・地区長・班長視察研修︵犬
山市︶

・会員互助会の設立総会

議室で設立総会を
開催し︑会員は百
五十八名のスター
トでした︒
私は当時五十歳
でした︒

初代の理事長・
竹田貞一様のもと

藤枝市SC ︵シルバー人材セ

しでした︒

で︑最初の仕事は会員の仕事探

取組みなど︑毎日が勉強・研修

で︑センターの運営や事業への

会員158名のスタート
ンター︶ は︑県下で七番目に誕
生しました︒
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・介護研修会・努定技能講習会
三月・塗装技能講習会

◆ 平成四年度
七月・草刈り機安全使用講習会
八月・蓮華寺池公園の清掃奉仕
十月・会員の親睦旅行︵昇仙峡︶
二月・地区長・班長視察研修︵豊
田市シルバーを訪問︶
・植木前刀定・塗装技能講習会
◆ 平成五年度
五月・役員による就業開拓の企業
訪問
十一月・会員の親睦旅行︵浜名湖
めぐり︶

日日l日日日日日日日日＝川iFml川＝紺闇日用‖け日日椚l日日川日日‖！紺肘l日日日日日日l榊日日日日日用日脚‖榊日用対日lml川HMlH日日l日日日日日日日日＝日日l捌日脚l川ml川‖川里川眉目日日川lH日日刃棚日日日日i日日日日朝日＝日日l川l川川l川Il川日llMH川l日日lml日日日日日日日日日日日日＝川川川Hl川

◆ 平成七年度
六月・家事援助の福祉講演会
九月・役員視察研修 ︵東京都町田
市・清瀬市シルバーを訪問︶
◆平成八年度

◆ 平成九年度
九月・役員視察研修︵鈴鹿市︶
十月・全国シルバー事業協会の㌶紋
立十五周年記念大会″において︑
藤枝市シルバー人材センターが
﹃特別表彰﹄ された︒

訪ねてお話を伺ったり︑資料を播

も困ると思い︑当時の事務局長を

憶も走かではなく︑誤りがあって

も十三年余り経った現在では︑記

年一月︒その頃の思い出といって

中長期計画の策定は︑平成十三

た後︑平成十三年二月の通常総会

ねた︒そして︑理事会の承認を経

項目の計画内容について討議を重

及ぶ原案が事務局から示され︑各

十四項・事業計画編五章十二項に

委員会を開催し︑基本計画編四章

を持った︒その後︑数回にわたり

期待される︒

民生活に役立つセンターの事業が

この指針に沿って︑これからの市

年︑第二次中長期計画が策定され︑

新たなる決意を持って平成二十三

バー世代に対応していくために︑

たが︑益々増加するシル

成二十二年に終期を迎え

第一次中長期計画は平

り越えてきた︒

確立によって︑これを乗

率的な運営と健全財政の

たが︑新事業の開拓や効

ンターも試練に見舞われ

クによる経済不況に︑セ

その後︑リーマンショッ

れたといえよう︒

バックボーン″が確立さ

ルバー人材センターの

画期的な事業であり〝シ

センターの歩みの中でも

この中長期計画は︑当

において承認された︒

いて思い出の糸を手操ってみた︒
昭和五十八年にシ

ルバー人材センター
が設立されてから︑
年度毎に事業を計画

もこれを参考にして︑中長期計画
の策定に取り組んだ︒
平成十一年八月︑事業振興計画
策定委員会を発足させ︑長期計画
づくりの資料集めから始めた︒
平成十二年九月︑第一回委員会

シルJト人材センターのバックボーンとして
松井 芳朗（前・副理事長）

十一月・会員の親睦旅行 ︵沼津市
御用邸・大仁洋蘭パーク︶
二月・会員互助会の作品展
・介護の講義と技術講習会
三月・地区長・班長視察研修︵名

して︑長期的な計画
を立てる事には至ら
なかった︒この頃︑
全シ連が県シ連を通
して︑長期的な計画
を立てるように指導
があった︒
当時の東京都は︑
シルバー人材セン
ターでも先駆者であ
り︑中長期計画を策
定していた︒この事
例︵足立区のもの︶

中長期計画の由来
が県シ連から示され︑ 当センター

◆ 思い出 ◆

六月・家事援助の福祉講演会
十一月・東海道いきいき祭り︑
会員多数が大名行列に参加

・会員の親睦旅行︵渥美半島・伊
良湖︶
古屋市︶
◆ 平成十年度
六月・第二十八回通常総会に併せ
設立十五周年記念式典を開催
十月・会員の視察研修︵天竜厚生
会︶
十一月・東海道いきいき祭り出店
参加
十二月・会員の親睦旅行 ︵竜ケ岩
洞・浜松アクトシティ︶

三月・地区長・班長視察研修︵ケ
アハウス駿河・特養老人ホーム・
晃の里︶
◆ 平成十一年度
八月・事業推進計画策定委員会
・シルバーの中長期計画を検討
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・会員の交通安全・事故防止のた
めの講習会

日日川Ml描出日日紺胴日日紺旧lHHH日日判は日日日日日日‖l日日日日日日日日日日日日日日川MH川mM室川＝川川柳l日日日日潮目日日日日日日日日日日日日日日＝日日l川l日用胴州l＝川封日日細則日日＝腑胴日日日日日日日日日朝l日日lHUH日日＝日日鼎け日日日日日日日日引l榊ml川川l川l川川旧lMl紺旧日日l日日日日日日日日＝日日州

ml日日日日日日‖ml川日用日日紺椚日日日日m日用胴日は朋＝日日紺胴‖川胴日日l川日日日日日日川朝川服紺削日日日日lH日日＝l日日日日日日日日日日日日日日川州Hl日日日日日日川川l日日日日川川川川‖l日日日日日日日日lM川日日日日＝日日lH日日日日lHH日日日日日日引潮廿日日日日日日日＝lH帖川胴Il梓川l＝日日lM

九月・役員視察研修︵町田市・足
立区シルバー︶
十月・地区長・班長視察研修︵伊
東市シルバー︶

◆ 平成十四年度
六月・市から受注による地域雇用
創出特別対策事業により就業率
の向上に努める︒
十一月・会員の親睦旅行︵三谷温
泉・新居関所跡︶

シルバー︶

・記念誌﹁二十年のあゆみ﹂発行
・役員視察研修︵長浜市・八幡市

◆ 平成十五年度
十月・設立二十周年記念式典

野市シルバー︶

ク 藤 の 三月・地区長・班長視察研修︵裾

十一月・会員の親睦旅行︵富士国
際花園と田貫湖︶
二月・リフォームショップ
華″ォープン

◆ 平成十二年度
四月・介護保険制度の施行に伴い
居宅介護支援・訪問介護事業の
業務を開始

九月・役員視察研修︵豊中市・城

十一月・会員の親睦旅行︵西伊豆
町︶

三月・地区長・班長視察研修︵函
南町シルバー︶
◆ 平成十六年度
五月・会貞の親睦旅行︵浜名湖花
博︶
十月・役員視察研修︵坂戸市・上
田広域シルバー︶
三月・地区長・班長視察研修 ︵岡
崎市シルバー︶
◆ 平成十七年度

十一月・会貞の親睦旅行︵中部国

際空港︶

三月・地区長・班長視察研修︵浜

北市シルバー︶

◆ 平成十八年度

十一月・会貞の親睦旅行︵西伊豆

の旅・駿河湾フェリー︶

◆平成十九年度

六月・第四十六通常総会 開催

・役員改選 寺田理事長から第
三代理事長に三ケ尻 遊民

就任

十月・岡部町シルバーとの統合協

議会

十一月・会員の親睦旅行︵富士サ

ファリパークと下部温泉︶

三月・地区長・班長視察研修︵静

岡空港・浜岡原発︶

◆ 平成二十年度

十一月・岡部町シルバーとの統合

協議が整い︑藤枝・岡部の両セ

ンター理事長によるヶ統合協定

書″に調印︒

二月・第四十九回通常総会 開催

・役員改選 三ケ尻理事長から︑

第四代理事長に大井市郎氏

三月・地区長・班長視察研修 ︵掛

川市シルバー︶
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陽市シルバー︶
十月・会員の親睦旅行 ︵修善寺虹
の郷︶
二月・中長期計画策定〝二十一

世紀の労働力の担い手″
◆ 平成十三年度
五月・全会貞意識調査を実施
十一月・会貞の親睦旅行︵忍野人
海︶
十二月・会員の交通安全・事故防
止講習会
三月・地区長・班長視察研修 ︵日
進市シルバー︶

十月・役員視察研修︵横須賀市・
平壌市シルバー︶

日 日日日＝川日日＝日日Ⅲ関目日日日用冊削日日日日仙州日日日日日付淵胴日日日日川川胴lH日日l紺旧日用服日は旧日用胴‖川l＝汀紺削l川眉目日用眉目日日日脚‖lm日日l日日日日日日＝l日日‖ト日日日日l＝日日l＝け＝封日日日日＝け廿日月日日日＝汀仲川胴lHlHH＝掛川川l＝日日l紺旧‖川日日lH日日lMlml日日日日日日日日日日榊

◆ 平成二十一年度
四月・藤枝市と岡部町のシル
バー人材センターが競合して

三月・リフォームショップク藤の
華″閉店

四月・新規の企画提案事業として・

◆ 平成二十二年度

ンター〃としてスタート
介護・子育て支援事業に市と

ク新生藤枝市シルバー人材セ
六月・第五十回通常総会 開催
連携して取り組む︒

工夫を駆使して対応をしてまい

豆シルバー︶

三月・地区長・班長視察研修 ︵伊

季桜と蒲郡温泉︶

十一月・会員の親睦旅行︵小原四

定

九月・第二次中長期計画を策

・設立二十五周年記念と藤枝市・
岡部町のシルバー統合記念式
典開催
十月・役員視察研修︵新座市︶
十一月・会員の親睦旅行︵浜名湖
花博と舘山寺温泉︶
設置

十二月・第二次中長期計画策定委
員会
藤枝市シルバー人材センター

◆ 平成二十三年度
六月・第五十四回通常総会 開催

・本総会において︑社団法人か
ら公益社団法人に移行する
﹁定款﹂変更の議案が承認さ

三月・東日本大震災の発生〝大
津波と原発事故″

◆ 平成二十四年度

四月・﹁公益社団法人﹂として

スタート

六月・第一回定時総会 開催︵こ

の年度から総会が年一回︶

十月・役員視察研修︵深谷市︶

れ・平成二十四年度から公
益社団法人・藤枝市シルバー
人材センターとなる︒
十月・役員視察研修︵佐久市︶

十一月・会員の親睦旅行︵信州・

業志向を踏まえ︑お客様のご要

・設立三十周年記念式典

六月・第三回定時総会 開催

◆平成二十六年度

堂ケ島︶

十一月・会員の親睦旅行︵西伊豆・

十月・役員視察研修︵白山市︶

確保拡大に努めた︒

地域社会に根ざした就業機会の

活用や︑買い物弱者の支援など︑

業″に取り組み︑耕作放棄地の

環境改善・にこにこサポート事

いシルバー農業事業″と 〝生活

・新規事業として〝健康・生きが

六月・第二回定時総会 開催

◆平成二十五年度

三月・地区長・班長視察研修︵掛
川市シルバー︶

南木曽と妻寵宿︶

十一月・会貞の親睦旅行︵昇仙峡
と石和温泉︶
二月・第五十五回通常総会開催︵社
団法人として最終の総会︶

います︒
バー人材センターの果たす役割

このような社会環境に︑シル

我が国は︑世界で最も高齢化

は︑大変重要になってまいりま

りました︒

この間︑シルバー人材センター

が進んだ国となり﹁前例のない

す︒

は︑設立から三十年が経過し︑
ではいち早く介護事業に取り組

高齢化社会﹂が到来することと

今後︑当センターも既成概
念にとらわれることなく︑シ
ルバー派遣事業や独自事業な
ど︑新しい事業を積極的に取

なりますが︑高齢者は総じて元

望に応えられるように事業展開

達郎

付費の減収や︑国︵労働局︶ に

気で︑就労者や社会参加に意欲

を図ってまいりたいと考えてお

増田

よる適正就業に伴う指導強化な

的であることをかんがみれば︑

ります︒

事務局長

高齢社会を支える
シルバーのマンパワーに期待

み︑岡部町との統合︑また︑公
益社団法人への移行と健全な
発展を遂げてまいりました︒
しかし︑国・県の﹁事業仕
分け﹂ による補助金の大幅

ど︑シルバー人材センターを取

今後の高齢社会を支える貴重な

り入れ︑多様化する会員の就

り巻く環境は大変厳しい状況で

マンパワーとして期待をされて

削減や介護制度改革による給

ありました︒その都度︑知恵と
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平成26年度
理事長

組織図
八木
村松
仲田
伊東
川村

大井 市郎

副理事長
岸本 孝夫

村越 祝広
望月 孝子
小林 睦恵
小長井博文

清
正行
益子
照代
泰子

常務理事
増田 達郎

1班 麓

俊彦

昭清孝

藤野田林山崎
加佐永小賀長

二信行男子行
昭友昌英延信

班班班班班班
2468101
2

郎義算冶
一正亮誠
鉛

逸彦司樹雄
康明裕英安

辺上本
渡井岩

下端井村
森田岩北

満

本山田林山
澤丸村小青

2468

蕎

島比 沢
小由勝深

二淳之

貫

2班 堀池 篤志
4班 八木 元一

2班 増田 恵一
4班 橋本 幹弘
6班 佐々木 信

熟道郎吉雄
弘次亮邦

lヽ

茂幸吉
広正

246

班班班

川口木中本
野田八田岡

246810

班班班班班

橋月澤
高望小

246

也彦一

班班班

正

昭仁慧義

藤

滝沢 康祐
一藤 正義
西澤 敏明

田中 金次
夏賀 邦吉
松井
博
成岡久仁治
増田つぎ江
小松原敬三
み吉志二津
と音穏清志
さ本
木次葉澤藤
鈴佐千小加

班班班班班
24681 0

紅林 卓夫
穂積 周作
岩崎 勝美
中津山幸治
竹内 重則
岡村 正孝

班班班班

勝

木野形
八木西
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己務也

夫男江夫
邦初節勝

田沢崎
太小薮

135

班班班

1班
3班
5班
7班
9班
11班

始

崎山島野
薮秋小池

13579

班班班班班

班班班班班班
1357911

1357

班班班班

長
会

135

区
長

班班班

安全・適正
就業委員会

2班 飯塚 茂司

135

専門委員会
事業推進
普及啓発

1班 原田 昌宏

班班班

大石 雅巳
三宅
博

2班 澤口 良夫

1357

＿賢一日章＿

俊彦

班班班班

＿理＿日日事【

大島 靖之
大谷 久子
小柳津茂弘
須永 誠三
原川
弘
原田 昌宏
増田久美子
松土 浩之
向島陽太郎
森谷 亮治
吉井 利次
戸塚準一郎

地
班

茂Hl美代子
森
紀子
佐久間 清
小松 和雄

班長（83名）

地区長（13名）

麓

（H26．7．10現在）
会員数1，006名

1班 増尾 副男
3班 横井
進
5班 碓井 直次

2班 槻 富美雄
4班 内藤
廣
6班 森 はるえ

1班 水野 計二
3班 山口 幸江
5班 牛山
弘

2班 金子 隆男
4班 長谷川俊次

1班 池田
章
3班 鈴木 善勝

2班 平野 利勝

ニ

≡

W

馴

≡≡≡≡≡≡≡≡ニー

劇

当センターが本年度三十周
年を迎える中︑囲碁部が発足し
てから十七年の歳月が流れま
した︒平成九年︑﹁囲碁・将棋部﹂
として発足し︑其の後平成十七
年より現在の ﹁囲碁部﹂として

り︑いかに効率よく石を打つか

さまざまなルールや定石があ

勝つとは限りません︒

ハンディ戦でもあり︑有段者が

囲碁は一対一の勝負事︒しかし︑

以上が昇段︑昇級することに︒

でしょう︒

ケ防止に役立つ

脳の活性化やボ

を使いますので︑

ヘボ碁なりに頭

ても︑ヘボ碁は

ち高齢者にとっ

よかったら歌詞をコピーして全

歌のカラオケテープを聞いて︑

ることは︑最近のヒット曲の演

現在のカラオケ部がやってい

一時から三時半までです︒

ルバー事務所二階会議室︒午後

第三日曜日︶ で︑練習場所はシ

が勝負の分か

とが多々あ

手で負けるこ

す︒一手の悪

歓迎です︒

でお願いします︒男女問わず大

などでのお問い合わせは小澤ま

にお越しください︒また︑電話

囲碁に興味のある方は定例会

り︑悔しい思

〝仕事なしされど国是あり

れ道となりま

いをします

辞めもせず″
開催日時 毎月第二第四水曜日

記

が︑反面相手
は心の中でニッコリです︒
私達は︑せいぜい一局一時間
間は時間も忘れ夢中です︒勝負

会 費 年間 千円

会 場 生涯学習センター二階

テーププレーヤーにかけて覚え

員に分け︑その曲を七回くらい

午後一時から五時

にかかわりながらも和気あいあ

連絡先 小澤 隆保

る︒一か月に二曲くらい選曲し

くらいで勝敗を決します︒この

いです︒

電 話 六四一−六六九一
になれるのが趣味と言えるので

〜三年くらいさかのぼって良い

て歌う︒新曲ばかりではなく一

何でもそうでしょうが︑夢中
はないでしょうか︒

た︑懐メロも良いと思うし︑ポッ

曲を探して習っております︒ま
カラオケ部の会員は現在十一

プスも良いものがあれば取り入

藤村

像力がつく﹂﹁発想が豊かにな

名︵男四名︑女七名︶で会費は年

れてゆくようにしております︒

カラオケ部部長

る﹂などと言われ︑最近は︑学

間三千円です︒練習は︑毎月二

また指導者は一人もおりません

章

校教育に囲碁︑将棋が導入され

回︵第二︑第四日曜日︒又は第一︑

囲碁は︑﹁集中力がつく﹂﹁想

ていると言われています︒私た
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活動してきました︒
部員数は︑当時とあまり変わ
りなく十四〜玉名在籍してい
ます︒定例会は︑シルバー事
務所の会議室を利用してきま
したが︑事務所がせまくなり︑
平成二十四年から市の生涯学

活動内容

習センターを利用しています︒

増

は︑メンバー
による総当
り戦︒一年間
を二期に分
け︑勝敗を星
取表に記録
し︑勝率七割

仙・−】■仁．．l．‥∴パパバミ；ご

ので︑本年はアンケートを会員
から集め︑今後の練習をどうし
て行くか検討しております︒全
員が年寄仲間ですので歌うばか
りではなく雑談をすることも
非常に大切なことと思います︒
三十分から一時間くらいを雑談
の時間としています︒色々な話
を通じてこれからの残りの人生
をどのように過ごしていったら
よいか話すことも大事なことだ
と思われます︒

こ﹂で︑午前十時から午後三時
半まで行います︒
カラオケ部の歴史をたどれば︑
平成二十五年度までは名妓さん
が十八年間ほど部長を務めてく
ださいました︒長期間のご苦労
にはただただ感謝せずにはいら
れません︒その名波さんは︑残
念ながら体調を崩され引退いた
しました︒そのあとをわたくし
が会長を務めさせていただいて
おりますが私の方針は︑全員が
役職だと言う考えで︑皆で協力
して役を分け合ってやって行く
と言う事で引き受けました︒
シルバー会員の皆様︑どうか
このようなカラオケ部にぜひと
も入部してほしい 率

と思います︒皆様
の色々なやり方を
聞いてよりよいカ
ラオケ部にしてゆ
きたいと思っております︒

毎月の稽古日に見られる風景
として︑教室に集まる会員の皆

様が一生懸命書き上げた月例の
競書を黒板に貼り並べ︑製作者
の苦心したところや︑難しかっ
たところ︑上手くいかなかった
ところなどを話し合います︒こ
の時もついぞけなすような言葉
は聞こえず紳士的な大人の会話
が飛び交い︑会員の皆さんのや
さしさが伝わってきます︒特に

初心者にはこの時間が大切で︑
この時の批評の言葉が大変参考
になります︒このようにお互い
に切磋琢磨し合う時︑会貞は
もっと上手くなりたい︑苦手な
ところは克服したいという意欲
が湧き︑いつまでもその場にい
たいという思いに駆られます︒

自分の悪い癖︑治りがたいとこ

ろをそれとなく指摘してもら

い︑次の稽古の時までに修正し

てくると言う︑この向上心が有

れば確実に上達し︑数年後の師

範位も夢ではなくなるのです︒

人間︑師範とか教範とかの資

格を手に入れると不思議と自分

の書く字に自信と自覚が生ま

れ︑丁寧な文字を書くようにな

るものです︒

さあ︑給麗な字を書きたいと

思っている人︑書道部に入って

師範位をめざしましょう︒

書道部は優

しい人たちの

集まりです︒

1シー．

年間のイベントは︑納涼祭︑
忘年会︑新年会など三回くらい
を予定しています︒
いずれも会場は︑持ち込み自
由で安価な岡出山の﹁まねきね
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為︑市内各種の集いに︑健康体

1講座：2時間×3回→3，300円
（1時間当たり550円）

ー＝＝こて＝二三⁝三三三≡≡け

妻≡≡≡≡≡≡≡≡≡⁝≡≡ニ≡≡妻萱≡ニ㌔

〜いつまでも笑顔で
生活するために−・〜
シルバー人材センターでは︑

設立三十周年を機に更なる発

操の出前講座を会員が開いてい

シニアの健康機能維持・向上の

展の為︑会員の増強を図って

ます︒お気軽にご相談下さい︒

シルバー人材センターでは︑

います︒
その為に︑市内在住の六十歳
以上の方で︑健康で働く意欲の
ある方を募集しています︒入会
を希望する方に毎月1回開催さ
れる説明会を実施しています︒
︻シルバーに入会するには︼
この説明会を受けていただ

会員就業率の向上を目指し

く必要があります︒
説明会を受けた後に入会す

﹁就業の斡旋﹂﹁就業上の困り事﹂

おいで下さい︒
◇

十一月十五日︵土曜日︶

◇

開催日 毎月第三火曜日

＊ ︻行先︼ は追って
ご参加下さい︒

時 間 午前10時〜11時30分

事務局 村越まで

問合せ ︵641︶5565

決めますが︑奮って

私たちベテランが やる気
の
あなたを応援します。
訪問指導も可能（料金別途）

午後1時〜3時30分

◇

相談に応じています︒お気軽に

るかどうか判断していただい

ご相談は、
事務局 641−5565

﹁その他ご要望﹂など役職員が

料金：講師2人1組
1時間2，140円

ています︒
シルバーに興味のある方︑入
会したいと思われる方は︑お気
軽に事務局へお問合せ下さい︒
お申込みを頂くと︑説明会開
催のご案内状をお送りします︒
︻お申込み方法︼

●電 話 ︵641︶5565
●FAX ︵641︶8816

戸塚 準一郎 理事

平成二十六年度 定時総会で

臨時職員

補充選任されました︒宜しくお

願いします︒

川村 泰子

今年四月から︑就業開拓・会

員拡大及び一般事務補助員とし

て︑事務局に臨時職員が加わりま

したので︑宜しくお願いします︒

本年は藤枝市シルバー人材
センターが︑設立されて三十
周年にあたるため︑ページ数
を増やして記念号としました︒
センターではこの三十年間︑
公的支援を初め︑各分野の皆
様のご支援を頂き︑発展を遂
げてまいりました︒特に運営
上︑活動の根幹となる会貞の
皆様は︑これまで培ってきた
知識や技能・経験を生かして
センターの事業を支えてきま
した︒
これからも将来に向けて︑
躍進を続けるため全会員で更
なる奮闘努力をしようではあ
りませんか︒

1丘．−

家庭教師的な個人指導の
講座が受講者に好評です。
篠崎
向山
八木

腰、≡岬！川桝−

