
 定時社員総会は、令和元年 6月２１日(金)に

開催されます。会場は、稲城市立中央公民館ホ

ールです。受付は１２時からです。 

総会の開始に先立って、当センターの名誉会

長である髙橋勝浩稲城市長と、ご来賓を代表し

て稲城市議会議長に、ご挨拶をいただく予定で

す。 

続いて、当センターの発展に長年貢献された

会員の表彰が行われます。 

令和元年定時社員総会 
 報告事項 

平成３０年度事業報告の件 

令和元年度事業計画及び収支予算の件

決議事項 

平成３０年度収支決算の承認の件 

理事・監事の選任の件 

○当日は資料をご持参ください 

 「定時社員総会招集のご案内」が

全会員に郵送されます。 

○出欠の確認をします 

 会員の皆様のご出席をお待ちしております。 

総会では、出席者数と委任状の確認が大変重要

となります。 

出席・欠席を明確にご記入の上、ハガキをお

出しください。全会員のご提出をお願いします。 

欠席の場合は、ハガキ裏面の委任状の 

ご記入をお願いします。 

〇総会前の講習について 

 多摩中央警察署のご協力をいただき、１３時

から「振り込め詐欺の対策について」の講習を

行います。 

１事業の目標 

２事業計画 

 (1)会員が働きやすい就業環境の整備に向け

ての就業体制の確立 

 (2)事故ゼロを目指し、会員の安全就業と安

全対策の推進 

 (3)会員拡大と資質向上 

 (4)就業に関する情報収集と提供 

 (5)普及啓発、調査研究及び地域社会との連携 

 (6)シルバー派遣事業 

 (7)会議・組織活動の活性化 

 (8)センターの運営体制の充実及び財政基盤

の強化 

 (9)設立４０周年記念事業に向けての検討 

「定時社員総会」は、公益社団法人稲城市

シルバー人材センターの意思決定を行う最高

議決機関です。 

今回の総会では、理事１０名と監事２名の

選任を行います。理事・監事はシルバー会員

みんなの代表です。

理事はセンターの職務を執行します 

監事は理事の職務執行を監査します 

理事会はセンター業務執行の決定をします 

理事は様々な業務執行を分担します 

理事・監事の任期は２年です 

理事・監事は無報酬です
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出欠ハガキは、6月１４日(金)までに 

必ず、全員が出してください 

受 託 件 数 ２，９６０件 

就業延日人員 ６７，０００日人 

契 約 金 額 ２億８千万円 

年間就業 率 ９８％ 



～～新規会員募集中～～ 
お知り合いに声掛けをお願いします 

（入会説明会実施予定日）
６月 11 日(火)    ７月 ９日(火)  

８月 13 日(火)  ９月 10 日(火)

各回 13：30～ （90 分程度）

★申込み期限は交代月の 2 か月前の月末です。

 （7 月交代月の総合体育館は 5 月末が期限）

〇役員面接と就業前研修(無報酬)があります。

交代月 グループ 人員 主な就業時間

元年７月 総合体育館 男 1名  8：30～22：00 

元年 ９月
総合体育館 男 1名  8：30～22：00 

中央文化センター 男 1名 16：30～22：30 

元年１２月 第ニ文化センター 男 1名 16：30～22：30 

２年  １月 総合体育館 男 1名  8：30～22：00 

※シルバーいなぎ第75号(３月)の情報に２件の

情報が追加されています。

※すべて交代制の就業です。

※事務局備え付けの「仕事概要票」で仕事の内

容、就業時間帯等を確認し、事務局に申し込

んでください。（電話にても可）

（ホームページに情報掲載）

※当センターのホームページ（ＨＰ）「会員専用

ページ」の「会員へのお知らせ」欄内の「希

望職種交代要員募集案内」にて「仕事概要票」

等の詳細な情報が閲覧できます。

※「会員専用ページ」を閲覧するためのＩＤ、

パスワードは下記のとおりです。

●事業実績（H30.4.1～H31.3.31） 

・受託件数  2,692 件  

・契約金額 274,222 千円（対前年 3.9％減） 

●平成 30 年度会員数推移（H30.4.1～H31.3.31）

年度初 入会 退会 3/31 会員数 

男 ３８７ ４６ ４９ ３８４ (-３) 

女 １９０ ２４ ３０ １８４ (-６) 

計 ５７７ ７０ ７９ ５６８ (-９) 

平均年齢  全体 ７４.６歳    (3/31 現在) 

男 ７５.１歳  女 ７３.４歳

●年間就業率  99.6％  

(就業率＝30 年度就業した会員数÷年度末会員数) 

●事故発生件数（平成 30 年 4 月～31 年 3 月末） 

（派遣を含む）

事故の種類 29 年度 30 年度 増減

傷 害 事 故 ３件 ４件 ＋１件

賠 償 事 故 １件 ６件 ＋５件

車 両 事 故 ８件 ７件 －１件

合 計 １２件 １７件 ＋５件

希望職種交代要員募集 

(2)                                                                 シルバーいなぎ 第76号 

令和元年の定時社員総会は６月 21 日(金)中央公民館で開催します 

地 区 地区長 第 1班長 第２班長 第３班長 第４班長 第５班長 第６班長 担当理事 

矢野口第１ 大場  煕 庄司 利弥 小俣  治     鹿島 正二 

矢野口第２ 金子 嘉治 岩本 米子 小野 正美 森田 シゲ 菊池 憲政   牧野 輝雄 

矢野口第３ 池田 勝敏 稲葉 正文 切替 信雄 山下 良人 田中 克明   牧野 輝雄 

押 立 西久保博史 才丸 正二 山本 勝弘 山口 幸雄 落合 照美   鹿島 正二 

東長沼第 1 五十嵐盛雄 森  高秀 関田 忠雄 五十嵐盛雄 服部 靖友 田中 政子 小林 信 荒川  守 

東長沼第２ 渡邊 孝雄 近藤 敏子 田中 尚志 佐藤 勇夫 古市 悦朗   荒川  守 

大 丸第１ 佐脇 博吏 品田 眞人 佐保田良一 金子 明義 折井  久   飯田 規美子 

大 丸第２ 児高 康則 鳥本 喜英 先﨑 與雄 石井  修    飯田 規美子 

百 村 古谷 治郎 石原雄一郎 岡田 光子 石 井  治 子   川上 綾子 

向陽台 近藤  正 増田 愛子 小泉 寛子 中田 俊一 久保田眞由美関谷  繁 五十嵐千夜子川上 綾子 

坂 浜 深野 隼一 高橋  清 中里 敬子     荒川  守 

平 尾第１ 葛原  等 鈴木 英美 板東朋子 長森 由美子山崎 恒雄   大金 敏夫 

平 尾第２ 松原  博 梅島 一朗 鈴木田良雄瀧下 修司 金田 頌一 石田喜久夫  大金 敏夫 

長 峰 岡本 明久 小礒 ナミ 中村 祐子 呉河 利龍    羽鳥  勝 

若葉台 上坂 隆一 林   浩 田嶋久見子     羽鳥  勝 

★令和元年度地区長・班長及び地区担当理事                  令和元年 5月 1日現在 

平成 30 年度事業実績 



女性就業推進委員会では、シルバー人材セン

ターの魅力を稲城市民の皆様にお知らせし、入

会を促進するための事業を企画しています。 

４月２４日（水）に実施

しました。参加者は１８名、

曇り空の下、川沿いをゆっ

くり歩きました。 

女性就業推進委員会では、盆踊りの踊り手を

募集しています。

・人数：５名位(男女会員) 
・練習：７月中旬より３回程度

 ・曲目：稲城繁盛節

稲城梨唄

東京五輪音頭

 ・シルバーとして

地域の盆踊りに参加します

・浴衣一式貸与予定

・申し込みは事務局まで

・締め切りは６月末

 ・日時：６月１０日（月）13 時 30 分

 ・場所：地域振興プラザ４階

 ・講師：浜田 有里恵 氏 （矢野口在住）

   色彩検定１級カラーアドバイザー

   日本色彩学会正会員

   国際イメージコンサルタント協会会員

 ・対象：６０歳以上の稲城市民（会員も可）

 ・人数：５０名（先着順）

・受付：シルバー事務局

     ６月３日(月)８時３０分から

 ・詳細：市の広報・生涯学習だより(ひろば) 

     ６月１日号をご覧ください 

稲城市シルバー人材センターは、来年度に、

設立４０周年を迎えます。

昨年、設立４０周年記念事業実行委員会が発

足しました。これまでに何度も会議を開き、

様々な企画を考え、準備を進めています。

記念式典担当グループでは、

令和２年の６月末頃に、記念式

典を計画しています。

 当シルバーは、様々な方々にお世話になりな

がら、40 年を歩んできました。心を込めて感謝

し、発展を祝う式典とする予定です。

 さらに、式典の後は、祝

賀会を計画しています。会

員が出演する出し物など

を企画しています。軽食を

食べながら、会員みんなが

楽しめる会にしたいと考えています。

記念誌担当グループでは、シ

ルバーの４０年間の実績を振

り返り、更なる発展を願う記念誌を編集します。

 会員の皆様の活動の様子をた

くさん掲載する予定です。就業場

所で撮影した写真や地区会での

写真など、いろいろな資料をこれ

から集めます。

設立４０周年記念事業実行委員

会では、これからも検討を重ね、

記念事業を少しずつ具体化してい

きま。 

事業実施に向け、会員の皆様に

お願いすることがたくさんあります。ご協

力をよろしくお願いします。

(3)                                      シルバーいなぎ 第76号 

女性就業推進委員会の企画にお知り合いを誘ってください 

記念式典担当グループ 

設立４０周年記念事業 

カラーコーディネート講習会 

記念式典と祝賀会 

地域のお祭りで 

踊りましょう 

ハイキング 三沢川の源流をたどる

記念誌担当グループ 

記念誌 

女性就業委員会活動 



当シルバーでは、地域に貢献する活動として

様々なボランティア活動を行っています。 

 今回は、例年行っているボランティア活動に

ついてご紹介します。 

１.市民と一緒に活動するもの 

多摩川清掃は、

毎年、４月の第一

日曜日に実施され

ています。

４月７日朝９時

北緑地公園では、

新井田修会長が

「多摩川を美しくする会」副会長として大勢の

市民に向けて挨拶しました。

多摩川緑地公園にもシルバー会員が集まり

両会場で一斉に清掃活動を始めました。

３月３日は雨天のため中止、３月２０日に変

更になりました。市職員が中心でしたが、シル

バー会員も参加し、三沢川を清掃しました。

市内一斉防犯パトロールは、７月と１２月の

２回、多くは第３水曜日に実施されます。

今年は、７月１７日(水)夕方の予定です。集合

場所は市内６か所です。

詳しくは、稲城市のホームページや稲城市広

報に掲載されます。

２．シルバーとして実施しているもの

月に 1 回、稲城市所有の青色灯のパトロール

カーを借り、市内のパトロールを自主的に行っ

ています。

今は、理事中心で

活動していますが、

会員の皆さまも積極的にご参加ください。活動

できる会員は事務局までご連絡ください。

毎年１回、福祉センターと地域振興プラザ周

辺の植木剪定ボランティアを実施し、シルバー

の植木造園グループが専門的技能で活躍して

います。

毎年６月と１０月の２回、地域振興プラザ周

辺の草を除草しています。これは、手作業だけ

なので、だれでも参加できる活動です。

次は、６月１１日(火)９時 １０時の予定で

す。ぜひ、ご参加ください。雨天の時は、６月

１８日(火)に延期となります。

毎年春になると、いつも公民館に勉強に来て

いる中高生が「おじさん、志望校に合格できた

よ」と笑顔で伝えてくれます。 

 「おめでとう」と返す時は、私も何かとても

幸せな気分になり、この仕事に就いている喜び

を感じる瞬間です。（A）

(4)                                      シルバーいなぎ 第76号 

水分補給と適度な休息で 熱中症を予防しましょう 

プラザ周辺の除草 

多 摩 川 清 掃 

市内一斉防犯パトロール 

青パト車でのパトロール 

福祉センター等の植木剪定 

ボランティア活動

三 沢 川 清 掃 

きれいになりました 

編 集 後 記


