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公益社団法人　福岡市シルバー人材センター

基本的な考え方1
■「ニッポン一億総活躍プラン」の期待に応える
■『会員数の拡大』『就業領域の拡大』『サービス水準の向上』を並行して進める
　『会員数の拡大』は優先課題であり、中でも『女性会員の拡大』に力点を置く
■運営基盤を強化する

目標2
■事故件数 25件未満

主な事業等3
■会員数拡大に向けた広報等の充実
■会員特別表彰の実施について【新規】

■「輝く女性の集い」を実施【新規】
■介護予防・日常生活支援総合事業の拡大
■空き家見守り及びお墓清掃サービス並びに拠点づくり事業
■事務局組織基盤の強化

会員の皆さまのご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

■年度末会員数 7,200人
■請負・委任契約額 22億円  派遣契約額 1.8億円

平成30年度事業計画平成30年度事業計画平成30年度事業計画

・・・・・年度を通じてより多くの方をご紹介いただいた会員上位数名を、
　　翌年の定時総会で表彰します。（同封物参照）
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■日　　時：３月１６日（金）午後１時～
■場　　所：博多市民センター
■参加者数：１８７名
■内　　容　　
〇委員長、東部センター長及び来賓挨拶
〇ゴールドジムによる健康教室
〇福岡市消防音楽隊の演奏
〇芸能大会及び抽選会

東区東区

会員のつどい会員のつどい

博多区博多区

平成30年度

西区西区
■日　　時：３月１５日(木)午前１０時～
■場　　所：西市民センター
■参加者数：２３０名
■内　　容　　　　
○平成２９年度事業実績及び安全・適正就業等の報告
　平成３０年度重点事業計画等の報告
○無事故及び功労者の表彰
○アトラクション
 「からおけ仲良しクラブ」の会員が、「田島ギターアンサ
ンブル」の生演奏をバックに懐メロを熱唱しました。
また、「レイ・アロハ」の会員も曲に合わせて優雅なフラダ
ンスを披露され、楽しく時間を過ごしました。そして野球
観戦チケット抽選会を行いました。　　　
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■日　　時：３月２７日（火）午前１０時～
■場　　所：なみきスクエア（東市民センター）
■参加者数：１６０名
■内　　容
〇委員長・東部センター所長及び来賓挨拶
〇平成２９年度活動状況報告
〇特別講演
 【人生１００年時代、生涯現役の秘訣とは？】
   ～健康長寿と生きがいづくり～
　講師：佐藤　靖典先生
 （福岡県レクリエーション協会専務理事）
〇抽選会
　クオカード、野球観戦チケットが当たる
　お楽しみ抽選会で大いに賑わいました。
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南区南区

早良区早良区

中央区中央区

城南区城南区

■日　　時：平成３０年３月１６日（金）午前９時５０分～
■場　　所：福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）
■参加者数：５２名
■内　　容　
〇平成２９年度物故者追悼
〇来賓および役員紹介
〇２９年度事業実績報告並びに
　３０年度事業計画発表
〇福岡市消防音楽隊演奏並びにお楽しみ抽選会
　アトラクションでは福岡市消防音楽隊の演奏を通じて、防災意識の重要性を再認識しました。
  また、お楽しみ抽選会では野球チケットなどの抽選で、会場は大いに盛り上がりました。
　　　　　

■日　　時：３月２３日（金）午後１時３０分～
■場　　所：高宮アミカス
■参加者数：１３５名
■内　　容
〇委員長、来賓挨拶の後、選挙管理委員会より、
　新委員長候補紹介
〇互助会サークル紹介
〇健康手踊り『これから音頭』
〇大抽選会（１２２本）

■日　　時：３月１５日（木）午前１０時～
■場　　所：城南市民センター
■参加者数：１３８名
■内　　容
○平成２９年度御逝去(７名)追悼　全員黙祷
○委員長及び来賓挨拶
○プロジェクターを使用しての事業報告及び事故発生状況報告
○城南区役員紹介
○講演会　矢野大和講師
○お楽しみ抽選会

■日　　時：３月１５日（木）午前１０時～
■場　　所：早良市民センター
■参加者数：２１２名
■内　　容
○来賓挨拶
○２９年度事業報告等
○福岡県警による講演（高齢者の交通事故防止について）と
　音楽隊による演奏
○野球観戦チケットとクオカード抽選会
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役員会開催

シルバー農園会議開催ひがしく東区 広報委員 今林 隆雄

　２月２２日（木）午前１０時から出張所会議室に

おいて役員会が開催されました。

　広田委員長の挨拶の後、東出張所選挙管理委

員会の立会の下、「平成３０年度正会員役員（区委

員長、監事）候補選挙」が実施されました。

　立候補者が各 １々名のため、信任投票となり、

次期委員長候補に小林秀範会員、監事候補に内

田義武会員が信任され、役員推薦委員会に推薦さ

れ、５月の定時総会の議案として提出されます。

　続いて、２９年度１月迄の事業活動報告があり、

順調に経過してい

る。また、事故発生

状況は自動車事故

が１件と大幅に減

少しているとのこ

とでした。

　３月７日（水）午後３時から出張所会議室で、会

員８名と広田委員長、小林副委員長の出席で開催

されました。

　２９年度の収支報告及び現在作付けしている玉

葱・ニンニク・らっきょう・じゃがいも・そら豆・グ

リーンピース・スナップエンドウなど順調に成育し

ているとのことです。

　５月の「博多どんたく」での出品・販売について

協議されました。また、会員を募集していますので、

野菜作りに興味のある方は出張所にお問い合わせ

ください。

広報委員　今林 隆雄

役員会開催

にしく西区

　第４回役員会が２月２３日(金)、西出張所会議室

で城委員長はじめ地域班長や職群班長が出席して

開催されました。城委員長から事業実績等の報告

後、西出張所選挙管理委員会の立会いの下、「平成

３０年度西区委員長理事及び専任担当理事の候補

選挙」が実施されました。

立候補者がそれぞれ1名のため信任投票となり、次

期委員長候補に生島会員（現・副委員長）が、専任

担当理事候補に櫻井会員が信任選考されました。

以後、役員推薦委員会において推薦され、５月の定

時総会において正式に承認されます。

　西出張所と

西部センター

（西区）剪定班

・刈払除草班

合同の安全・

適正就業講習

会（本部主催）

が、２月９日(金)

午前９時３０分から西市民センター会議室で多数

の会員が参加して開催されました。講習会では、平

成２９年度発生事故の紹介の後、倉岡専任担当理

事の司会で、各グループに分かれ、事故発生の原因

や対策について話し合いました。　　　　　

発表では事故当事者の詳しい説明もあり、会員は

熱心に聞き入っていました。最後にコンプライアン

スと安全就業基準についても確認を行いました。

広報委員　佐藤 令史

平成29年度剪定班・刈払除草班
合同の安全・適正就業講習会
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ボウリング大会開催

はかたく博多区

　２月１８日（日）午前１０時３０分からパピオボウ

ルにおいて参加者１７名で、ボウリング大会が開催

されました。博多出張所では土曜サロンの一環とし

て毎月２回、土曜日にボウリングを楽しんでいます

が、大会ではその成果が遺憾なく発揮されました。

左から入賞者（３位：鳥越会員、１位：諏訪会員、２位：渡邊会員）
及び古賀委員長

家事班全体会議開催
　博多市民センタ

ーで３月６日（火）

午後１時３０分か

ら、家事班全体

会議が開催されま

した。

　畠等家事班班

長の開会宣言の後、古賀委員長の挨拶、来賓の樋

口専任担当理事の挨拶と「家事援助就業について」

の説明に引き続き、下田芙実代会員から体験談の

発表があり、この件については１月３日（水）の読

売新聞「笑顔ライフ」に掲載されたとの発言があ

りました。続いて、川島安全担当から高齢者の交

通安全に関して、事故を防ぐための留意点などの

説明があった後、休憩を挟んで、博多署生活安全

課防犯係濱田大輔氏からニセ電話詐欺などの手

口や被害にあった場合の対応ついて、質疑応答を

交えて説明がありました。

役員会開催

役員選挙開催

ちゅうおうく中央区

　２月２３日（金）午前１０

時から、中央出張所会議室

で開催されました。

　冒頭の渡辺委員長の挨拶

では、「配分金業績は昨年

並みを推移しているが、会

員数がなかなか伸びず、むしろ減少傾向にある。

また、安全適正就業では保険適用にならない小

さな事故も陰に隠れている。」と注意喚起がなさ

れました。

　続いて樋口専任担当理事からは「現在ただ一人

の女性専任担当理事であったが、それもこの５月

で６年の任期を終え、新しい人にバトンタッチする

ことになりました。会員の皆様のご協力に感謝い

たします。」と挨拶がありました。

　その他に次のような検討がなされました。

１．地域懇談会の総括がなされ、２９年度は開催

地域を１１ヵ所に増やしたことで、前年度１００名

　役員会の最

後に、選挙管

理委員会（江口

清一委員長）の

下で、平成３０

年度役員選挙が行われました。選挙の結果、区委

員長には渡辺末男現委員長、専任担当理事には

福江帳留会員が選出されました。

　今後総会の承認を得て、正式決定の運びとなり

ます。

　最後は本日のメ

インのじゃんけん

大会です。賞品の

豪華景品を目指し

て大いに盛り上が

り幕をとじました。

の参加者が、２９年度は１５３名に増加。

２．会員拡大と就業機会創出のために、４月よりホ

ームぺージ及び事務所内の掲示板に、随時「就業

申し込み情報」などを掲示する。

３．会員数１２名と極端

に少ない校区を、隣接の

校区と合体する等、今後

関係部門とも協議の上、

検討を進めていく。

広報委員　大津 英世

広報委員　白石 寛治
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安全・適正就業促進大会

みなみく南区

　１月２２日（月）午後１時からアミカスにおいて、

本部から桑田常務理事他５名を迎えて、平田委員長、

桑田常務理事の挨拶の後、「安全は全ての作業で

優先する」を全員で唱和し、安全就業宣言があり一

部は終了しました。

休憩を挟み、福岡県健康増

進 課 浜 田 氏 の 講 師 で

「ロコモティブシンドローム

の予防」について骨や関節

、筋肉などの運動器の低下

防止をどのようにするか？軽

いストレッチを交えながら、講演がありました。

広報委員　水田 國生

女性会員のつどい
　２月９日（金）午後１時３０分から南出張所会議室

において、講師に精華女子短期大学の阪田直美氏

をお招きし、講演で『食生活を見直してみよう』食事

のカロリー、一日の野菜摂取量３５０ｇなど詳細な話

役員会開催
　２月２０日（火）午後２時から南出張所会議室で

開催されました。役員会に先立ち選挙管理委員会

から委員長、理事選挙説明のあと、直ちに投票、即

開票され、新委員長に安村功雄会員が選出。理事

は無投票で江口一会員が再選出されました。

　続いて、平田委員長から

本部会議の報告があり、南

出張所の現状報告と、５月

３０日（水）午前１０時から

福岡市市民会館で開催さ

れる定時総会の呼び掛け

があり終了しました。

城南区手芸班「まんさくの会」
囲碁サークル「城南棋友会」発足

じょうなんく城南区

　１０年以上の歴史を持つ

「まんさくの会」は当初５～６

名で発足し、今は末松代表と

吉岡会計を中心に１５名の会

員が活動しています。毎月２回、

第一と第三水曜日（午後１時

～３時）にきんしゃい城南ＤｏｎＤｏｎに集まり、毛糸

や布地を使って小物や袋物を作っています。　

今回、１月１８日（木）に訪問すると、毛糸で作った

干支の「戌」を見せていただきました。ここで作った

作品は、シルバーフェスティバルやきんしゃい城南

ＤｏｎＤｏｎに出品されています。昨年末には椅子

カバーを作って各駐輪

場に配布して喜ばれた

り、城南フェスティバル

では体験コーナーを設

けて、市民の方との交

　昨年末、永冨委員長から

「囲碁の好きな人でサー

クルを作ってはどうか」と

の提案があり、声掛けした

ところ話が進んで「城南棋友会」が発足することにな

りました。１月２６日（金）と２月６日（火）にきんしゃ

い城南ＤｏｎＤｏｎに有志が集まり、橋本会員を会

長に森山会員を副会長に決めて、運営等について話

し合いをしました。会員紹介にも記載されている橋

本会長は、県の囲碁大会に出場するほどの腕前で、

アマ囲碁愛好者にとっては雲の上の存在の人なので

す。この「城南棋友会」は城南出張所の所属で、会員

１１名で互助会に登録し、３月から活動しています。

シルバー会員で囲碁に興味のある方、今から始めた

い方、是非城南出張所に問合せの上ご参加下さい。

広報委員　小寺 勇吉

がありました。

標準体重は、「２２×身長

（ｍ）×身長（ｍ）」だと言わ

れると、全員が電卓で計算し、

肥満型の人は無言に、標準

的な人は笑顔になり、講演

は終了しました。

流を図ったりして活躍しています。

皆さんは「物作りをしながらおしゃべりできるのが

とても楽しい」と話していました。



役員会開催

民間接遇研修開催さわらく早良区
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　２月５日（月）午前９時から、西出張所会議室で本部主催の

よかドック集団健診が実施されました。この日はあいにくの

雪が降りしきる今シーズン最強の寒波のなかでしたが、就業

帰りの会員や入会予定者２３名が元気に受診しました。健診

内容は血圧測定や尿検査等のよかドックメニューです。

　会場は白いカーテンで区切りが設けられ、看護師さんた

ちの丁寧な案内で、採血や心電図検査等を受けていました。

「よかドック」や「後期高齢者健康診査」を受診されていない

会員の方はぜひ受診しましょう。                                     

 

　早良出張所会議室で２月２０日（火）３８名の会

員の出席で役員会が開催されました。波多江委員

長、井上専任担当理事の挨拶、その他連絡事項等

の中で、会員の集い（３月１５日実施）、安全適正就

業講習会（３月２２日実施）への参加要請があり、ま

た健康診断を受けて報告書を提出するよう依頼が

ありました。

　役員会終了後、早良出張所選挙管理委員会の運

営で正会員理事候補者選挙が実施されました。

　立候補は委員長理事波多江弘和会員、専任担当

理事井上洋

保会員、いず

れも現職１人

ずつで、選挙

の結果両者

共満票で信任

されました。

　早良出張所会議

室で２月７日（水）

午前１０時から刈払

班、家事援助班、除

草班、早良パーク班

及び出張所会員２８

名の受講者で開催されました。本部業務課担当清

水職員から「コンプライアンス」の説明後、ビッグ・

フィールド・マネージメント（株）の松居講師により

接遇研修が行われました。

　松居講師からは「接する方々へ心からのおもてな

しの気持ちを伝える」ための心得と方法について詳

しく説明がありました。続いて、４～５人のグループ

に分かれて「仕事の質を高め充実した時間を過ご

すために」というテーマで話し合い、各グループの

代表者から発表がありました。

　講師の説明を熱心に聞き入り、有意義な研修で

した。波多江委員長からは、この研修を今後の仕事

にぜひ生かしてほしいと依頼がありました。

                       広報委員　金田 博保

広報委員　佐藤令史

西出張所会議室で
「よかドック集団健診」を実施
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橋本勝弘さん(城南区)
　

「入会のきっかけ」
　知人に勧められてシルバー人材センターに入会し

たのは平成２２年の暮れでした。

「就業」
　翌年１月に福大前駅駐輪場に管理員として就業

し、それから３年間健康的な毎日を過ごさせて頂き

ました。その後、街頭指導の職群班長として福大前

駅、他を見廻り、歩き専門の極めて健康的な職務に

従事させて頂き、今日に至っています。

　今は、シルバーの職務に従事し、ホームに入って

いる９８歳の母親の面倒を見たり、好きな趣味を楽

しむ生活を送っています。

「囲碁サークルのお誘い」
　趣味は囲碁で公認は「六段」です。若い頃は県

の囲碁大会の代表として出場するなど、熱中した時

期もありました。最近は年のせいか、はたまた美食

に偏したせいか、ポカ・ミスの連打でいけません。

　そこで、一念発起して往年の勘を取り戻すべく、

囲碁を趣味に持つ仲間と「城南棋友会」を立ち上

げました。

　シルバー会員で囲碁に興味のある方、今から始め

たい方、是非城南出張所に問合せの上ご参加くだ

さい。

場所：田島公民館内「いこいの家」　会費：無料

日時：毎月第２・第４火曜日（午後１時～５時）

「城南棋友会」のＰＲになりましたが、以後（囲碁）

よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　

　

会員紹介

協力事業所顕彰について

東　区 ケアレックス株式会社福岡支店

博多区 学校法人東福岡学園　

中央区 学校法人河合塾　福岡校

南　区 学校法人　純真学園

城南区 社会福祉法人　栄和会　若草保育園

早良区 株式会社　てんぐ屋産業　

西　区 社会福祉法人筑前伊都の会　介護老人福祉施設松生園　

派遣事業

マックスバリュ九州株式会社

大成有楽不動産株式会社　九州支店

株式会社姪浜タクシー　

　日頃、お世話になっている就業先の事業所等へ感謝状を贈呈しました。

この協力事業所顕彰は、就業先との連携を深め、就業機会の確保や拡大につなげることを目的としています。

当センターの趣旨を深くご理解いただき、偽装請負などの疑いなく安全・適正な就業に取り組まれている事業

所の中から下記のとおり選出されました。

順次シルバーだよりの「就業先情報」にて、皆さまへご紹介させていただきます。

広報委員　小寺 勇吉
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　シルバー人材センター松田理事長（下記写

真：左）と井上専任担当理事が、協力事業所顕

彰で西区小戸にある姪浜タクシーの岩本社長

（下記写真：右）をお訪ねしました。

　姪浜タクシー様は姪浜タクシーグループ

（姪浜タクシー、城南タクシー、大池タクシー、

西南自動車工業）及び西タク無線グループ

（タクシー３社）の中核会社です。

　構内に無線基地局を置き、１日平均３千件

の配車の電話予約があります。姪浜タクシー

様には、シルバー人材センター西出張所から請

負の清掃業務に６名、派遣で営業事務のデー

タ入力や配車室の電話受付等に７名の計１３

名が就業しています。

　このようなシルバー人材センターの積極的

なご利用に対して、岩本社長に松田理事長か

ら感謝状を贈呈され感謝の言葉を述べられ

ました。

　岩本社長から

は、「シルバーの

方は人生経験豊

富で、こちらの立

場を理解して仕

事をしていただ

き助かっていま

す」とのお言葉を

いただきました。

　

　３月６日（火）に社会福祉法人栄和会若草保

育園を訪問し、瀬戸園長先生へ桑田常務理事

から協力事業所として感謝状を贈呈しました。

同保育園は昭和４８年７月１日に開園し、

平成１１年４月から園庭・屋内清掃・育児支援

・書道教室など７名の会員が就業しています。

　瀬戸園長先生は、モンテッソーリ教育への取

り組みや育児環境作りに力を入れており、短い

対談の中でも、幼児教育にかける信念と熱意

と温かい優しさを感じ取ることができました。

また「シルバーの方々は園児達から‘お爺ちゃ

ん、お婆ちゃん’と親しまれ、子どもたちと世代

を超えた交流になっていて、とても感謝してお

ります。」とのお言葉をいただきました。

就業先情報
株式会社姪浜タクシー様 若草保育園様

(城南区)(西区)

会員数
男　性
女　性

7,057名
4,456名
2,601名

傷害事故
賠償事故
自動車事故

11件
10件
2件
23件 就業者数

就 業 率
事業収入

4,824名
68.4％

1９億5,092万円
(平成30年2月末現在)

(前年同月比－19件)合計

平成29年度 事故発生状況 平成29年度 実績報告

(平成30年2月末現在)※派遣除く
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　福岡市南区桧原に位置する油山（標高５９７ｍ）

の中腹に、「油山市民の森」があります。

ここには、展望台や草スキー場、水の森やカブトム

シの森など多岐にわたるスポットがあり、都会を離

れた豊かな自然の中で英気を養うことができます。

　標高３４７ｍにある中央展望台は、中心部の管理

事務所（駐車場）から、徒歩で１５分位のところにあ

り、市街地、博多湾、福岡タワー、ヤフードームなど

が一望できるサイコロ形をした珍しい展望台です。

　そのそばにある草スキー場は、

傾斜角度最大３０度で長さ２０

ｍから３２ｍ程の多様なコース

でスピード感を楽しめて、子供

たちにとっては人気スポットの

一つです。

　姫が淵にある吊り橋は、長さ５２

ｍ、幅２ｍ、高さ３０ｍもあり、歩くと揺れるので、ス

リル感があります。紅葉の頃は、吊

り橋の下に広がるもみじ谷の光

景が見事です。

　また、自然観察指導員が一緒

に歩いて、遊びながら自然の魅

力を発見し質問に答えてくれるガ

イドツアーもあります。そして、油山

の雄大な自然を感じる登山では様々なコースがあり、

季節に応じて変化する様々な景色を見せてくれます。

コース案内
◆油山山頂登山
■Ａコース 

管理事務所→花木園→中央展望台→尾根→国見

岩→山頂

■Ｂコース

管理事務所→花木園→吊り橋→県木の森→尾根→

山頂

■Ｃコース

管理事務所→キャンプ場→→山頂

◆ハイキングコース
管理事務所→梅園や吊り橋、もみ

じ谷やつばきの森を通る全長

３．４㎞の舗装道路を歩きます。

◆油山十六景めぐり
■山笠岩コース（５月ごろ）

油山の史跡、景勝地を取り入れた春のハイキング、

新緑を楽しむコース　

中央広場～姫が淵～山笠岩～油山牧場広場～白波

の滝～水の森

■白波の滝コース（７月ごろ）

夏の定番・さわやかな白波の滝の景勝地巡り、緑多

い樹林の中での散策を楽しむコース

中央広場～姫が淵～山笠岩～白波の滝～天狗岩～

夫婦岩

■観音コース（１１月ごろ）

落葉樹の色づきとともに、紅葉を眺めながらの散策、

油山観音の風情を楽しむコース

中央広場～もみじ園～油山観音（新羅式石門・十

六羅漢）～油谷

■山頂コース（３月ごろ）

中央広場～姫が淵～つばきの森～山頂～キャンプ場

この他にも、食材を持込み体

一つで気軽に行けるキャン

プ場やフィールドアスレチ

ックなどがあり、幼児から

大人まで楽しめます。

皆さんも是非、体験してみて

はいかがでしょうか！

　

～油山市民の森～ 61南区

参考資料：油山市民の森管理事務所、ホームページ

1

2

3

4

広報委員　水田 國生
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　会員の皆様、こんにちは！

私は、シルバーに７年前に入会し、互助会サー

クルのカラオケ愛好会「ザ・ニューウェーブ」に

参加致しました。

　幼少期から大勢の人が集まり、流れる歌を耳

に育ち、学生時代はブラスバンド部に所属、社

会人になって宴会部長を務めるなど、思えば生

まれた時から、多くの人との触れ合いを歓び、

歌を愛して、現在の自分があるように思えます。

　人生１００年と言われる現在、自分自身の足

で歩くことで若さを保ち、人との出会いで元気

をもらっています。皆さんも、互助会主催行事に

出来る限り参加し、夢と元気をもらいましょう。

【平成３０年度講習会・研修会等スケジュールについて】
　１年間を通したセンター主催の講習会・研修会等のスケジュールを作成し、本号に別紙として同封

しました。また、この表以外にも、会議や出張所独自の研修会等が開催されます。

　なお、予定表の実施月は、講師や会場等の都合により多少前後する可能性があります。詳細は各出

張所へお問合せ、またはセンターホームページ内会員専用ページの「会員の皆様へのお知らせ」を参

照ください。

【健康診断受診報告のお願いについて】
　平成２９年度の健康診断受診報告率は、約３３％と平成２８年度をやや下回る結果となりました。

健康は安全・適正就業において最も大切なことですので、センターでは年に一度以上の受診及び報告

を推進しております。年度もかわりましたので、改めてかかりつけ医または保健所等で実施されるよか

ドック等を利用して健康診断を受診の上、センターに報告をお願いいたします。

　また、今年の２月には西出張所内にて出張よかドック健診を実施し、２３名の方が利用されました。

今年度も秋ごろに実施予定（開催場所未定）としております。詳細決定次第お知らせいたしますので、

実施の際はぜひご利用ください。会員以外の方にもご利用いただける出張健診となっております。

会員の皆様、参加頂きますことを互助会業務委員一同心よりお待ちしております。

会 員 の
ひ ろ ば

5月

7月

10月

ハイキング

ボウリング大会

歴史探訪

11月

1月

3月

親睦旅行

芸能大会

会員のつどい

博多出張所　新川弘人さん
　私は、６年連続で芸能大会に参加しておりま

すが、今年ほどの盛り上がりを見たのは初めて

でした。

　会員の皆様、互助会の行事に参加し、元気

で楽しく生きる歓びを体感し、１００歳まで頑

張りましょう。

業務課より

互助会
年間行事予定

広報委員　水田 國生
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「ふくおかシルバーだより」　
発行元／公益社団法人福岡市シルバー人材センター

◎ご意見やお便りをお待ちしています。
〒812-0044  福岡市博多区千代1丁目25-15
TEL（092）643-8200  FAX（092）651-5000
 HP　http://www.fukuoka-sjc.org/  e-mail   honbu@fukuoka-sjc.org

平成３０年度
定時総会のお知らせ
平成３０年度

定時総会のお知らせ
■日時／平成３０年５月３０日（水）
　　　　午前１０時開会  １２時終了予定
■場所／福岡市民会館
　　　　　（住所：福岡市中央区天神５丁目１-２３）

西鉄バス「市民会館前」バス停下車後、
歩道左側の須崎公園内を通り抜け、徒歩約４分

交通アクセス

バス利用

天神から北方向に徒歩約20分
徒　歩

バス行先番号
80・90・20番

バス行先番号
46 番

西日本シティ銀行本店前
（F）バス停

天神ソラリアステージ前
（2A）バス停

市民会館前 市民会館前

定時総会では、平成２９年度の決算及び事業報告の承認、平成３０年度の事業計画
及び収支予算の報告が行われます。福岡市シルバー人材センターにとって重要なもの
ですので、是非ご出席ください。就業等によりやむを得ず欠席される方は、委任状の
提出をお願いいたします。
なお、議案書や委任状用紙は５月１４日（月）以降に順次配布いたします。

約20 分
（230円）

所要時間
約6分
（100円）

所要時間

口座振替の登録をされていない方には、「会費納入のお願い」を送付しますので、
期日までに納入をお願いいたします。
なお振込の際には、金融機関所定の振込手数料が必要となります。

口座振替実施日／平成３０年５月２１日（月）

平成３０年度会費の納入について平成３０年度会費の納入について
平成３０年度の会費は、会費規約に基づき、定時総会の開催までに納入する必要
があります。
平成３０年４月１日の時点で会員の方を対象に、下記の日程で会費の口座振替を
実施いたします。

　

天神 博多駅
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