
会員の皆様へのお得プランですので、
宿泊時には本紙面またはコピーを
ご持参ください。

福岡市シルバー人材センター会員 様

公益社団法人　福岡市シルバー人材センター
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2普及啓発活動報告
シルバーフェスティバル報告特集

筥崎宮の玉せせり（玉取祭）
福岡市東区箱崎・筥崎宮の正月三日の祭礼である玉取祭は、玉せせりという名で広く知られ

ています。「せせる」とは、繰返し触れる、探り求めるという意味で、下帯一つの競り子が木製の

玉を争奪しあい、一年の吉凶を占う行事です。

たまとりさい

したおび せ

広告掲載



区東

区西

区城南

区早良

下月隈団地
　10月26日、午前10時から、下月隈団地で普及啓
発促進活動の一環として広告ノベルティのポス
ティングを行ないました。委員長を初めとして、地
域会員、事務所担当者等14人の会員が約500部をポ
スティングしました。土曜日でもあり散歩中の方も
いて、説明を交えてのポスティングとなりました。

シルバーフェスティバル
　10月19、20日のシルバーフェスティバル2013
では、センターのPRに3,000部の広告ノベルティ
を配布しました。
　博多出張所においても倉岡委員長、池田就業開拓
員も参加し配布をおこないました。好天気に恵ま
れ、沢山のお客様に配布する事が出来ました。

普及啓発活動報告
　今年度は、例年行っている街頭キャンペーンに加えて、各出張所でさまざ
まな普及啓発活動に取り組んでいます。

区博多
○実施日時　11月９日（土）午前10時～11時30分

○実施場所　唐人町駐輪場近郊・六本松駐輪場

近郊・西鉄薬院駅近郊・西鉄平尾

駅近郊・地下鉄薬院大通駅近郊

○参加人員　21名

　会員は道行く人々に笑顔でリーフレット

（ウェットティッシュ入り）を渡しながら、シル

バー人材センターのPRを行いました。

　中には、過去にシルバーにお仕事を依頼された

人もいて、「ワンコ

インで大変助かり

ました！」というお

声もいただきまし

た。

　10月12日（土）午前９時よりJR香椎駅・西
鉄千早駅・JR箱崎駅の周辺で、45名の会員が
参加してリーフレットを配布し、センターの
PRとご利用をお願いしました。
　通行人の中には「シルバーさんは利用しと
るよ」「草取り頼んだよ」と声もあり、「今後と
もよろしくお願いします」と明るく笑顔で実
施しました。
　また、『博多どんたく』の時には、香椎会場で
リーフレットを配布しており、民需拡大に頑
張っています。

○実施日時　10月18日（金）午前10時～11時
○実施場所　西鉄大橋駅東口と西口、高宮駅周辺
○参加人数　31名
　当日は天気に
恵まれて、絶好の
街頭キャンペー
ンでした。通行人
の方々に、「シル
バ ー 人 材 セ ン
ターです。よろし
くお願いします。是非リーフレットをご覧に
なってください」と、元気に明るい声で手渡して

いました。なかに
は「シルバーは､
料金が安いので
利用しています
よ」と話される方
もいました。

区中央

　これまでの地下鉄出入口付近での配布に替え
て、「ワンコインお助け隊利用案内」・「シルバー人
材センターヘの発注申込書」等をセットした封筒
を、地域班長30名に１人20部を担当地域で配布
して頂くようにお
願いしました。
　10月30日（水）
に、西新エルモー
ル・プラリバで開
催された早良区役
所主催の『さわら
の秋のパンまつ
り』では、出張所員が400部のリーフレットを配

布しました。
実施月：10月
実施場所：
区内20地域と『さ
わらの秋のパンま
つり』会場
参加人数：40名

　西出張所では、10
月より城委員長を先
頭に加藤就業開拓
員、各班長たちが力
を合わせて普及啓発
キャンペーンを展開
中です。
　西区の団地を中心に約1200枚のポスティングを
完了、今後戸建てへの取り組みを強める方針です。
　また、関連団体の各イベントに進んで協力、参加
しています。10月22日西市民センターで開かれた
「子育てフェスタ2013～第18回西区親子のつどい
～」への参加もその一環です。「子育てフェスタ
2013」は、子育て人材育成支援事業実行委員会の主
催で開かれ、「母親にはいつも笑顔で子育てをして
ほしい」との願いを込めて、西区イベント推進会西
祭（SaiSai）実行委員会共催で区内の幼稚園や保育
園や母親たちを招き、コーラスや演劇などを披露す
るもので今回で18回目です。

区南
　城南区民の祭り「ふれあい城南フェスティバ
ル」が10月20日(日)、福岡大学グランドで開催
されました。このメインイベントであるパレー
ド「みんなD Eぱ
れーど2013～Ｃ
olors～」（約1.7㎞）
に会員47名が参加
して、キャンペーン
を行いました。
　城南出張所では、昨年まで城南地区の３箇所

でリーフレット
を配布して、地域
にPRしてきまし
た。しかし、これ
では対象者が限
られるというこ
とで、今年は従来

のリーフレット配布に変えてパレードへの参加
となりました。

特 集

配布中の倉岡委員長 配布中の池田就業開拓員

配布された下月隈団地
配布準備中の会員

広告ノベルティ

JR香椎駅

西鉄千早駅

特集
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今年も賑やかに開催 !!

筆耕

ギャラリー

リーフレット配布

　10 月 19、20 日の両日、RKB 放送会館前広場で、
『シルバーフェスティバル2013』が開催されました。
　今年も福岡県下のシルバー人材センターが集まり、さ
まざまな催しを通して、訪れた人々にシルバー人材セン
ターのＰＲを行いました。

　福岡市シルバー人材センターでは、例年好評だった『シルバー農園』の農作物が不作のた
め販売できませんでしたが、『のし袋書き実演販売（筆耕班）』・『手づくり品展示販売（シルバー
ギャラリー）』は今年も出店しました。多くの皆様にご来場いただきました。
　ご参加・ご協力くださった皆様ありがとうございました。

4

７区通信

Vol.133



7 区通信

区 ひがしく
東

シルバーフェスティバル 2013

10 月 19、20 日のシルバーフェスティバルに
手芸班の「ひまわり会」は例年通り作品を出品
し、展示即売を行いました。シルバー農園は、
夏場の水不足で芋類の生育が悪く、不作のため
出品できませんでした。お客様からは、残念が
る声も聴かれました。

役員会開催

10 月 22 日午前 10 時から２階会議室におい
て地域班長 30 名、職群班長７名と岡㟢監事の
出席のもと役員会が開催されました。
石﨑委員長から、活動状況の報告と民間接遇

研修や来年２月に実施される委員長選挙につい
て説明がありました。また、互助会行事の日程
や芸能大会についても案内がありました。

続いて広田副委員長から９月末までの事故発
生状況と無事故への取り組み、女性会員の集い
開催、12 月 11 日の交通安全県民運動の参加に
ついて説明がありました。

親睦バス旅行

空模様が心配された 11 月 6日と 7日にふれ
あいバス旅行で呼子に行きました。西鉄香椎駅
前に８時集合し、都市高速、西九州自動車道を
経由し、虹の松原を通り呼子港の朝市に到着し
ました。200m余りある呼子朝市通りで、試食
や品定めをしながら思い思いの買い物を楽しみ
ました。
ホテルレストランでは、イカの活造りや入浴、
カラオケで楽しい時間を過ごしました。ひと休
みして、玄海町の原子力発電所近くのエネルギー
パークで、原子炉の実物大の模型を見学しなが
ら原子力発電の説明を受けました。福島原発の
事故以来、社会的話題になっている原発につい
て、係員の説明に熱心に聴き入っていました。

原子炉の実物大模型

だより
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帰路途中、おさかな村で最後の買い物をして
午後６時前に無事香椎に到着しました。２日目
の 7日も好天に恵まれて、両日ともに無事故で
楽しい旅行となりました。

女性会員の集い開催

一段と寒さの増した 11月 19日（火）午前 10
時より、コミセン和白ホールにおいて会員数 40
名余りと樋口理事・岡﨑監事の出席で開催され
ました。
石﨑委員長から活動報告と会員増強・会員の

質の向上についての他に、就業以外のシルバー
の楽しみ方についても話がありました。
また広田副委員長からは、安全就業や無事故

を目指しましょうとの説明がありました。
続いて、寺田順生様による『快適な日々を過

ごすために』と題した特別講演がありました。
気功「八段錦」を全員で実践したあと、寺田ご
夫妻による華麗なダンスが披露されました。「気
功をやって暖まったね」と会員さんからの声が
ありました。

	 広報委員　安武　和芳

区 はかたく
博多

就業開拓員を追いかけて！

契約就業先のアフターフォロー、数あるセク
ションの就業先開拓、限りある時間の中で、就
業先開拓活動に日々努力を重ねている就業開拓
員を追いかけてみました。

博多出張所の就業開拓員は、池田光雄会員で
す。就業状況を鑑みながらの就業開拓活動に同
行しました。博多出張所の 25 年 10 月度の就業
率は約 59％です。高年齢者雇用安定法が改正
され、平成 25 年４月１日から施行されました。
団塊世代の人々の雇用が延長される可能性が広
がることとなりました。このことは、新規入会
者数の減少につながると思われ、シルバー人材
センターに及ぼす影響も少なからずと考えられ
ます。質の高い、魅力のある就業先の開拓が必
要になってきました。

博多出張所の 24 年度の公共と民間の就業先
の比率は約 60 対 40 です、これから民間の比率
を高くしていくというのが博多出張所の指針で
もあります。

いざ出陣

新規就業先へ

追加就業者の商談中

6
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今までの委任・請負契約の就業先から契約形
態の違う派遣の就業先開拓も必要となっていま
す。益々開拓員の力量が問われる状況になって
います。
私たち会員の就業先確保を目標に、契約条件

や就業環境を鑑みながら活動する就業開拓員の
方々の努力に頭が下がります。
今回の同行で、就業開拓員のステータスとい

かにモチベーションを高めるか一考の必要性を
感じました。

安全パトロール

9 月 19日、榎田自転車保管所と福岡空港駅自
転車駐車場の安全パトロールが行われました。
松田常務を初め７名の方々と博多出張所からは
木室安全 ·適正就業担当が参加しました。
榎田保管所は、都市高速の高架下の長さ約

300ｍの広大な広さです。この中に約 1,500 台の
自転車が保管されています。
当日は月２回の放置自転車撤去日にあたり、

回収車から多くの自転車が降ろされていまし
た。就業中の会員は、降ろされた自転車１台１
台の登録作業を手際よく行っていました。自転
車の移動には手作りの移動台車が使用されてい
て、安全の為のアイデアが生かされていました。
回収場所、日時、持主確認済、処分確定車等に
分別され、整理整頓が見事にされていて、管理
の徹底が感じられました。
パトロールされた方々からは、安全について

は問題がないとのお話でした。この場所に立つ
と心ない人々のマナーの悪さが心を曇らせます。

福岡空港駅自転車駐車場は、国道 45 号線の
福岡空港第２ターミナルの前にあります。常時
２名の会員が就業しています。
福岡空港駅自転車駐車場の深町リーダーの立
会いの下、設備の不具合や管理運営上の問題点、
お客様対応等の確認をしました。
いつも満車状態の中、リーダーを初めとして
就業会員は、お客様にいつも笑顔でサービス向
上に取り組んでいるとの事でした。
事務管理運営とお客様対応等については、適
正な現状を維持することを確認しました。

筆耕班勉強会

10 月９日、筆耕班の勉強会
を取材しました。
博多出張所筆耕班は、一ノ瀬班長他会員 18
名で構成されています。就業の内容は、はがき
宛名書きや封書宛名書き、賞状全面書、卒業証
書宛名書などです。
一ノ瀬班長に 25 年度目標と事業計画を伺い
ました。

説明を聞く木室・安全適正就業担当

駐輪ラックを点検する深町リーダー

だより
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（目標）
①　事業拡大に向け普及啓発促進月間で民間
企業、公共関係への PR活動を行う。

②　班員の育成を目的とした講習会、勉強会
を開催し班員の技能の向上を図る。

③　今年度は卒業証書の宛名書きに重点を置
き、就業が出来る会員を育成する。

（事業計画）
①　班長会議（年３回）
②　判定会（年３回）
③　講習会（年３回）
④　勉強会（年 12 回）
⑤　PR活動（普及啓発促進月間での活動など）

現状の課題
（24 年度「シルバーだより」桑野理事挨拶から抜粋）

①　会員の高齢化に対する対処、会員の増員
と継続出来る環境づくりの推進。

②　お客様のニーズにあった対応が出来る会
員の体制づくりをめざす。

③　講習会、判定会の有り方を見直し会員の
技能アップを図る。

広報委員　木本　盛之

区 ちゅうおうく
中央

福祉・家事援助班全体会議開催

10 月１日午前 10 時から、白川福祉・家事援
助担当の司会により 26 名が参加し、開催され
ました。
○岩男委員長から「福祉・家事援助サービスは
最も期待され、中央出張所は全出張所の中で
も実績は第１位となっております。今後も皆
さんが培ってこられたノウハウを後の人に
伝え、適正就業のもと、健康に留意してくだ
さい。」と挨拶がありました。

○樋口理事からは、配付された家事援助受注一
覧表の詳細な説明があり、「仕事をする上で
は色々と制約がありますが、必ず守ってくだ
さい」と話がありました。

○首藤安全担当からは、家事援助で発生した事
故事例について報告があり、「万一事故が発
生した場合は、誠意を持って謝罪し、速やか
に事務所に連絡してください。また、自分の
身は自分で守り、安全はすべてに優先する！
という心構えで安全就業に努めてください」
と強調されました。

○大櫛就業開拓員からは、「お客様を訪問して
いる中で感じるのは、丁寧な仕事をすること
が就業の拡大に繋がるという事です」と話が
ありました。

○瓜生副委員長からは、就業報告諸事項につい
て説明がありました。
最後に、就業している３名の方々から貴重な
体験発表があり、皆さん自分の事のようにうな
ずき、メモをとっていらっしゃいました。

シルバーフェスティバルでの普及啓発活動

浄書講評中の会員

練習中の会員
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役員会開催

10 月 25 日（金）午前 10 時から、役員会が
開催されました。
岩男委員長の挨拶の中で、「今年度も半年が

経過しました。事故ゼロとトラブル防止を目指
してスタートしました。事故は会員の安全意識
の向上により減少傾向にありますが、トラブル
が公共関係に発生したことから、再度言葉づか
いや接遇に目くばりと気くばりを徹底し、ご指
導をお願いします。関係先の不信感を払拭する
ことが次の指定管理者に選定される大前提で
す」と、特に強調されました。
民間の就業開拓が最重要課題で、日頃から取

り組んでいますが、仕事に繋がるアイデアがあ
ればお話をお聞かせください。
続いて、樋口理事、首藤安全担当、大櫛就業

開拓員からそれぞれ現状と課題について報告が
ありました。
また、事務補助員として渡辺会員（副委員長

兼務）、恵本会員、森下会員が紹介され、地域
班長に平川会員（草ヶ江Ⅰ）、桜木会員（赤坂）、
佐藤会員（平尾）　が承認されました。
今後の行事予定では、親睦旅行は 11 月 12 日

A班、14 日 B班の実施が決定し、　次回役員会
は仕事納め（27 日）の関係で 12 月 24 日（火）
開催予定となります。

広報委員　井手上　勉

区 みなみく
南

第４回安全・適正就業対策会議開催
～就業中　無理せず　焦らず　油断せず～
10 月 25 日（金）午後１時 30分より南出張所
会議室において、平田委員長、江頭・實藤両副

委員長、的野安全担当、職群班長・職群会員各
１名の計 17名が参加して、標記の会議が開催さ
れました。
はじめに、委員長より日頃から事故防止に努

力している参加者に謝辞がありました。
次に、的野安全担当から「事故ゼロに向けて

一生懸命に頑張っていますが、事故が発生して
います。私たちも定期的に安全パトロールを実
施し、事故の軽減に努力中です。密接な連絡・
連携を図りながら、事故防止に努力していきま
しょう」と、激励の言葉がありました。
本日の議題である事故発生状況報告（９月末

現在）では、南出張所は傷害事故１件、賠償事
故２件、自動車事故３件で合わせて 6件の発生
があり、前年度と比べると± 0件です。ちなみ
に全市では 26件発生しており、前年度に比べる
と６件の減少でした。
安全・適正就業への取り組みについて、各職

群班長は忌憚のない意見を次々に述べられまし
た。要約しますと、①会員の体調管理　②熱中
症対策　③就業人員の配置　④ヘルメットの着
用　⑤駐車場利用者の要望　⑥自転車事故の多
発　⑦自転車保険の加入の有無などでした。詳
細は省きますが、人命に関わる問題には緊急に
対策を練って欲しいと思いました。例えば、無
理を通して就業しないこと、身を守るヘルメッ
トの着用、自転車の安全ルールとマナーは厳守
すべきではないでしょうか。
活発な質疑応答の後、安全担当から配食班の

自動車運転者に対し、来る 12月 15 日の高齢者
安全運転体験教室には全員参加するようにお願
いがありました。
最後に「間一髪　命を守る　ヘルメット」を

忘れないで就業に励んでください。

だより
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日帰り親睦旅行
～火の国　熊本の名所旧跡を散策～

慣例の日帰り親睦旅行は、11月６日（水）７
日（木）８日（金）の３日間、３班に分かれて
行われました。参加者の総数は 95名でした。
今年の目玉は、例年にない会員による旅行委
員会を設置し、車内でのクイズやゲームを企画
しました。日頃顔合わせしたことのない会員が
親しく話をしたり、食事を共にし名前を覚えて
親睦を深めます。仲間と楽しみ、美しい自然と
共有した喜びが思い出の 1ページになると考え
たからです。
初日は絶好の旅行日和でした。ベテランガイ
ドさんのユーモア溢れる話術と道案内に、車内
は笑いで盛り上がりました。バスは大分自動車
道を快走し、瞬く間に日田市、そして杖立温泉
を通過しました。最初に訪れたのは『小国物産
館ぴらみっと』です。小高い丘に立つピラミッ
ド形の建物で地元の食材を使ったレストランも
備え、館内ではハム類や小国ジャージー牛乳の
乳製品なども販売していました。
前後左右に目を向けると赤色に染まった紅葉
が手招きをしているようでした。中でも印象に
残った大観峰は、標高 936 ｍに位置する北外輪
山の展望所です。眼下には阿蘇谷、その向こう
に阿蘇五岳が望めます。釈迦が寝ているように
見えることから「涅

ね

槃
はんぞう

像」と呼ばれています。
中岳からは阿蘇カルデラの規模が実感でき、そ
こで全員の記念写真を撮りました。休憩場には
老若男女問わず多くの観光客（ドライブ・ツー
リングの団体）が訪れていました。男性会員の
一人は「私も何度も旅行に来ていますが今年が
一番楽しいです。時間の経つのも忘れてしまい
ました」と、嬉しそうでした。

いよいよ待望の昼食 ･入浴は、内牧で有名な
「ホテル角萬」です。このホテルは客室 114 室
と６種類の貸切風呂があり、庭園露天風呂では
100%のにごり湯を満喫できます（マネジャー
談）。高級な伊勢海老の黄金焼き、あわびステー
キは見られませんでしたが、赤牛の陶板焼きは
食膳を賑わしたと思います。大宴会場ではカラ
オケ、ダンスに興じ楽しいひとときを過ごしま
した。なかでもカラオケに挑戦する人が殺到し
て、瞬く間に 1時間半も費やしました。「こんな
に多くの人が一生懸命にカラオケを楽しんでい
る姿はなかったですね」（女性会員談）と、喜ん
でいました。
阿蘇開拓の祖神である健

たけいわたつの

盤龍命
みこと

をはじめ 12神
を祀る阿蘇神社（旧

きゅう

官
かんぺいたいしゃ

幣大社）の楼門は、高さ
約 18ｍで迫力があり、日本三大楼門の一つに数
えられます。境内には杉やケヤキなどの大木が
茂り、荘厳な雰囲気を漂わせています。境内に
湧き出る「神の水」があり、両手を清め口をす
すぐ観光客や地元の高校生も参拝していました。
右方には 2000 年前、当神社の祭神阿蘇大明神が
諸々の願いをこめて祖神の霊に額ずかれた「願
かけの石」がありました。この石を三回撫でると、
いろいろな願いが叶えられると言われているそ
うです。
最後のキムチの里には、お土産品が山積され

ていました。阿蘇高原の豊かな土、柔らかな日
差し、澄んだ空気、滑らかな水、そんな大自然
の恵みを浴びて育った野菜を手間ひまかけてお
いしい漬物にしたとの宣伝用看板がありました。
夕食はキムチを肴に美酒で疲れを癒されたこと
でしょう。
帰途、バスのウインドに雨粒を目にしました

が、大橋駅到着は予定通り午後６時でした。長
旅にもめげず、全員が事故もなく元気に帰れた
ことは賞賛に値します。反面、車内での礼儀作
法やマナー（態度）には一考を要するようです。
来秋も元気な姿でお会いしましょう。

	 広報委員　高濱　一郎
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区 じょうなんく
城南

積極的な普及啓発活動を展開

10 月は普及啓発促進月間です。城南出張所で
も様々な機会を捉えて普及啓発に努めました。

その１…「ふれあい城南フェスティバル」に
	 初参加
城南出張所は、これまで城南地区３箇所で道

行く人にリーフレットを配布する街頭キャン
ペーンで普及啓発をしてきましたが、今年は
もっと広く地域の人達に PR しようと、10 月
20 日（日）に開催された「ふれあい城南フェ
スティバル」に参加しました。
このフェスティバルは、ふれあい城南運営委

員会・城南区役所が主催し、福岡大学七隈祭実
行委員会、中村学園大学霜月祭実行委員会な
どが協賛して催されているイベントです。メ
イン会場の福大グランドでは様々な催しが開
催されていました。中でも「みんなDEぱれー
ど 2013 ～ Colors ～」は、福岡大学や中村学園
大学のサークルや地域のおよそ 49 団体が参加
して行われるメインイベントです。パレードの
コースは金山小学校をスタートし、金山団地、
城南学園通りを経て福岡大学グランドまでの約
1.7㎞です。
パレードに参加した会員は、『福岡市シルバー

人材センター』『飲酒運転撲滅運動中』と染め
抜かれたのぼりや 『ワンコインお助け隊』と描
かれた手製の横断幕を掲げて行進し、沿道に手
を振るなどして地域の人達にアピールしまし

た。沿道からは「あっ、シルバーさんだ」とか『ワ
ンコインお助け隊』の横断幕を指さして「カッ
コいい」と言う子どもなどもおり、反応は上々
でした。
永冨委員長は「マンネリ化を避ける意味もあ
り、今回初めてパレードに参加しました。区主
催のイベントに参加でき、また 47 名もの会員
が参加してくれました。沿道から温かい声援を
いただき、地域の人達にもアピールできたと思
います」と話し、確かな手ごたえを感じた様子
でした。
その２…「シルバーフェスティバル 2013」に

参加

恒例の「シルバーフェスティバル 2013」が
10 月 19 日（土）と 20 日（日）、早良区百道浜
のRKB放送会館前広場で開催されました。
城南出張所からは、手芸サークル「まんさく
の会」のメンバーが作った室内スリッパやクッ
ション、古着を仕立て直したキモノやベストな
どを展示販売、筆耕班の会員が「のし袋書き実
演」に参加するなどして、イベントに華を添え
ていました。
その３…その他の活動
イベントへの参加の他、次のような地道な普
及啓発を行っています。
◎９月 18 日…城南市民センターにおいて城
南区役所主催のケアマネージャーの会合
で、70 名のケアマネージャーに対して「ワ
ンコインお助け隊」の事業内容を説明し、
協力をお願いしました。
◎ 10 月 18 日…城南保健所での乳幼児健診の
際、乳幼児を連れた母親に対して子育て支
援のリーフレットを手渡し、事業内容を説
明しました。

だより
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親睦旅行
～秋色の日田路を満喫～

恒例の日帰り親睦旅行が 11月 12 日（火）と
13 日（水）、２班に分かれて催行されました。
参加人数は 12日が 38名、13日が 42名でした。
旅のコースは大分県日田市のサッポロビール
工場見学、昔のたたずまいを残す豆田町の散策、
天ケ瀬温泉での昼食と休憩及び入浴、それに日
田天領水の里 『元気の駅』でのショッピングと
いうものでした。

事務所移転のお知らせ

新事務所へは 11 月 16 日（土）と 17 日（日）
に引っ越し、11 月 18 日（月）から業務を開始
しています。新事務所の住所と電話及びＦＡＸ
は下記のようになりました。

◇住　所：福岡市中央区薬院４丁目１番
27 号　薬院大通センタービル
壱番館３階

◇電　話：092 － 526 － 4681
◇ＦＡＸ：092－ 526－ 4688（中央区と共用）

広報委員　藤　　勇三

区 さわらく
早良

女性会員の集い

９月 17 日（火）の午後に、平成 25 年度「女
性会員の集い」が、早良市民センターで女性会
員 82 名が参加して、小早川副委員長の司会進
行で開催されました。
先ず、家事班長・リーダーと資源回収班長・
リーダー並びに本部からの樋口理事と岡㟢監事
の紹介がありました。
次に、五島委員長から出張所の概況とワンコ
インお助け隊事業の進捗状況について説明があ
りました。
続いて、樋口理事から女性会員の拡大と就業
先の拡大に努めていますので、会員の皆さんも
ご協力をお願いしますと要請がありました。
最後に、加藤安全担当から事故報告がありま
した。
休憩を挾んで、『漢字のいい話』と題して小
林伯龍先生の講演がありました。小林先生は全
国的に講演活動を行っています。今回は「日本
語」の成り立ちについて講演を頂きました。会
員の皆さんは、興味深く聞き入っていました。

地域懇談会開催

10 月 11 日（金）午前 10 時から出張所会議
室で、西新・百道・百道浜地域の会員 28 名が
集まり、地域懇談会が隠岐副委員長の司会進行
で開催されました。

小林先生
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会員の自己紹介後、五島委員長の現況説明が
あり、斉藤理事からは公共事業について、加藤
安全担当からは事故報告がありました。最後に
質疑応答があり閉会しました。
会員と事務所との意思疎通及び会員相互の親

睦を一層深めるため、今年度は７回の地域懇親
会が開催されました。

地域班長会開催 

10 月 22 日（火）午前 10 時から出張所会議
室で、五島委員長・斉藤理事・小早川副委員長
と地域班長 28 名が出席して、隠岐副委員長の
司会進行で地域班長会が開催されました。
先ず、五島委員長から次のような話がありま

した。
《概況報告》
４～９月の配分金は前年比 90.4％で、市全体

では 99.1％でした。前年を下回ったものの、計
画に対してはほぼ予定通りです。会員数は1,030
名で、市全体では 6,929 名となっています。月
平均の就業率は 56.9％で市全体の 53.5％を上
回っています。特に女性の就業率は 59.6％と高

く、市全体の 55.1％を大きく上回っています。
４～９月の出張所での事故は５件（前年比＋
２件）で、内訳は傷害事故１件（前年比同数）
賠償事故２件（前年比＋２件）自動車事故２件
（前年比同数）となっています。市全体では 26
件（前年比－６件）です。
《その他》
①　「ワンコインお助け隊」の会員登録者は９
月末現在 210 名です。７～９月の実績は 130
件で、これは７出張所中１番です。依頼の多
い作業はゴミ出し・植木の水遣りでした。

②　10月19・20日開催の「シルバーフェスティ
バル 2013」に手芸愛好会が出店しました。
次に、斉藤理事からは自転車事故の話があり
ました。
続いて、小早川副委員長から恒例の親睦旅行
について案内がありました。実施日は 11 月 12
日・14 日・15 日で、行き先は朝倉路（キリンビー
ル・花立山温泉・秋月散策等）です。
最後に、質疑応答があり散会しました。

広報委員　髙橋　　勉

区 にしく
西
福祉・家事援助サービス

全体会議開催

10 月 10 日（木）西出張所大会議室で会員 50
名が参加して、平成 25 年度「福祉・家事援助
班の全体会議」が開かれました。

普及啓発のリーフレット入りの紙袋を配られ
説明を受ける地域班長

だより
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宮ノ原シズ子家事班班長の司会で始まり、城
委員長から西出張所での女性の就業状況の報告
があり「就業開拓員と協力して女性の就業機会
と就業先を増やしていきたい。また出張所内に
も多くの女性を登用していきたい」と話があり
ました。
続いて、岡﨑監事から「福祉・家事援助サー

ビスは、全体としてもまだまだ伸びる要素はあ
ります。是非頑張って下さい」と会員への励ま
しがありました。
その後、福祉・家事援助サービス憲章を唱和

し、会員の体験発表へと移りました。
体験発表では、福祉サービスの障がい者施設

や老健施設で就業する会員が就業を始めた頃の
戸惑いや苦労話などを発表し、また老健施設で
献身的に介護する看護師に感動したという内容
の発表もありました。子育て・家事援助サービ
スからは 『子育てマイスター』で学んだことが
紹介されました。
その後、挨拶にたった樋口理事から、来年２

月に行われる 『子育てマイスター』への参加の
呼びかけがありました。また適正就業について
は、「お客様にとっても就業する皆さんにとっ
ても適正な期限を守ることは大切な事です」と
強調され、受注一覧表をもとに具体的な事例を
あげながら説明がありました。
次に鈴川安全担当が自転車事故の注意点につ

いて述べ、伊藤家事援助担当からは家事援助
サービス班の現状と課題について説明がありま
した。
中原春江家事援助サービス班リーダーの「皆

さんの活動にふれ勇気をもらいました」との閉
会のことばで会議は終了しました。

女性会員の集い開催

11 月 11 日（月）、西市民センターで 70 人が
参加して、健康づくりをテーマに、女性会員の
集いが開かれました。
はじめに、主催者を代表して城委員長からセ

ンター全体の女性会員の就業率について説明が
あり、「多くの女性が就業できるように努力し
ていきたい」と挨拶がありました。

次に、桑野理事と岡﨑監事からは、「女性の
地位向上のためにも活躍してもらいたい」とそ
れぞれの立場から女性会員に向けて励ましの言
葉がありました。続いて、鈴川安全担当から年
末年始に向けて事故防止策などの話があり、女
性会員の集いは講演へと移りました。
講演では、講師の西区保健福祉センター原田
桂子保健士から、栄養・睡眠・運動の重要性と、
定期健康診断の大切さを強調したお話があり、
合田真知子健康運動指導士からは、ストレッチ
をしながら体の各形体についてわかりやすい説
明がありました。
会はその後、「西区版 365 歩のマーチ」によ
る体操で汗を流し、「幸せのワルツ（星影のワ
ルツの替え歌）」を全員で熱唱し、閉会となり
ました。

	 広報委員　塚原　義紀
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まだまだ 「シルバーだより」表紙写真募集！
～あなたのお気に入りの一枚を
　シルバーだよりの表紙にしませんか～

号

祭り

場所

応募締切
※表紙に採用されますと、薄謝を進呈いたします。

６月号

終　了

８月号 10月号 12月号 ２月号

下記の福岡のお祭りの写真を募集します。応募作品は広報
委員会で選定します。会員番号と氏名を明記し、出張所又
は本部にご応募ください。なお、作品は返却します。

博多
祇園山笠
櫛田神社

（博多区）ほか

猿田彦神社
初庚申
猿田彦神社
（早良区）

終　了

放生会

筥崎宮（東区）

玉せせり

終　了 1月15日

筥崎宮（東区）

終　了

流鏑馬

飯盛神社
（西区）

〒812-0022
福岡市中央区薬院４丁目１－２７
薬院大通センタービル壱番館３階

中央出張所及び城南出張所の移転のお知らせ
11 月 18日 ( 月 ) に、中央出張所・城南出張所は移転しました。
新しい住所及び電話番号、ＦＡＸ番号は、下記のとおりです。

電 話　092-526-4680　
FAX　092-526-4688　

電 話　092-526-4681　
FAX　092-526-4688　

新住所 ※中央出張所と城南出張所は、
　同じ住所です。

※中央出張所と城南出張所は、同じ FAX番号です。

中央出張所 城南出張所

平成23年度から福岡市より管理者としての
指定を受けて業務を開始し、姪浜駅西、東駐
輪場あわせて60人が就業しています。地下鉄
の終点姪浜駅は、近隣に高校が７校あり、JR
への乗り継ぎ駅でもあるため一日の乗降客が
約４万人で、通学や通勤用の自転車が多く駐
輪します。
今年 10 月から班長になった大西秀人会員

のモットーは“笑顔と挨拶”です。「出入りを

合わせると 4,000 台の自転車が利用し
ています。笑顔で挨拶することは大切な
事です。皆さん良く守ってくれています」
と仲間に感謝する大西班長。さらに大西
班長は「私が着任一ヶ月でスムーズに班
を運営できるのは、就業マニュアルやシ
ステムが整っていたからです」と前班長
の市木丞会員に感謝されています。
姪浜駅駐輪場はこのように新旧の連携
もうまくいき、障がい者や高齢者への気
配りも手厚く、またフリースペース（24
時間出入りOK）の設置など行き届いて
います。

城委員長は「就業している 60 人はよく頑
張っています。一昨年の大雨での雨漏れ対策
やエコ照明への交換、東西事務所の改装など
の就業場所の改善を図っていただいた区役所
のおかげでもあります」と就業先への感謝も
忘れていません。

広報委員　塚原　義紀

姪浜駅駐輪場

だより
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利用者　：　江口様（女性 84 歳・単身世帯）
作業内容：　ごみ出し（週１回）

私は、マンションの２階に住んでいます。腰が悪く、足も弱っていて重いものは持てません。買
い物はお隣のスーパーに行くことが精いっぱいで、それも杖をついて長時間かけて行っています。
今回、民生委員の方から話を聞き、民生委員の方を通じてごみ出し作業をお願いしました。来

てくれたシルバー人材センターの方は、親切丁寧で信頼できる方で時間通りに来てくれるので大
変助かっています。これからもよろしくお願いします。

利用者　：　谷口様（男性 88 歳、女性 89 歳・夫婦世帯）
作業内容：　蛍光灯の交換

10 日前から、２本ある蛍光灯のうち１本が点灯しなくなりました。主人は３ヵ月前から入院
しており、現在ひとりで暮らしております。子供はおらず、姪が春日市にいますが、迷惑をかけ
る訳にはいきません。
昨日、歯医者で何気なく話したところ、先生が「シルバー人材センターでワンコインお助け隊

というボランティア活動がありますよ。」と言われ、チラシを頂きました。そんな訳でシルバー人
材センターに電話しました。
おかげさまで部屋が明るくなり、気持ちまで明るくなりました。高齢者のひとり暮らしは、部

屋が暗いと寂しいものです。
何かお願いしたい事があれば、また電話しようと思います。ご親切にありがとうございました。

第３回

今回のワンコインだよりは、『ワンコインお助け隊』を利用いただいた方にお話を

お伺いしました。

ワンコイン作業実績件数（7月 1日から 10月 31日まで）
項　目 東 博多 中央 南 城南 早良 西 計 項　目 東 博多 中央 南 城南 早良 西 計
ごみ出し 40 48 53 24 7 120 17 309 トイレ掃除 3 　 　 　 　 　 　 3

資源物持出・仕分 2 2 2 7 4 6 4 27 簡易家具組み立て 　 　 1 1 3 6 3 14
買い物 8 5 10 　 16 9 18 66 蛍光管・電球交換 1 8 1 3 2 4 3 22

植木の水やり 23 2 1 33 40 34 2 135 公共料金等支払代行 　 　 1 　 　 　 3 4
布団干し・取込 1 　 　 2 　 　 1 4 ネジの締め直し 　 　 　 1 　 　 　 1
風呂場の掃除 4 　 　 　 　 1 　 5 洗濯物干し・取込 　 　 　 　 　 2 2 4

計 82 65 69 71 72 182 53 594

引き続き「ワンコインお助け隊」事業登録会員を募集しています！
　前回発行のシルバーだより『７区通信』で、ワンコインお助け隊作業時の交通費について、ご意

見を頂いておりましたが、担当区の委員長に確認したところ、実際には依頼者宅の近くの隊員に作

業を依頼しているとのことでした。ワンコインお助け隊の作業は、歩いて依頼者宅に行ける隊員に

出張所から作業を依頼することにしており交通費はありません。しかしながら、近くに住む隊員が

不足している区もあります。校区毎に更に多くの方に「ワンコインお助け隊事業登録会員」になっ

て頂きたいと考えております。

　ワンコインお助け隊の運営上の諸課題については、「ワンコインお助け隊事業運営委員会」を設け

ており、よりよい事業となるよう検討してまいります。各区委員長を通じて、ワンコインお助け隊

に関するご意見をお待ちしております。

　これからの年末年始にも、作業のご依頼があるかと思いますが、お身体に気をつけてよいお年を

お迎えください。	 ワンコインお助け隊事業運営委員会　一同16Vol.133
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●理事会
回 開催月日 議案

８ 10月23日（水）
・シルバー人材センター正会員の入会
・公益社団法人福岡市シルバー人材センター就業規約の一部改正（案）
・公益社団法人福岡市シルバー人材センター会員処遇及び措置規程の制定（案）

９ 11月27日（水）
・シルバー人材センター正会員の入会
・公益社団法人シルバー人材センター会員就業終了審査委員会規程の廃止

●総務部会（委員長理事の会議）
回 開催月日 議案

７ 10月16日（水）
・未収金対策
・シルバーフェスティバル 2013
・会員に対する措置に関する関連規程の整備（案）

８ 11月20日（水）

・未収金対策
・平成 26年度各課の事業計画（案）
・平成 26年度予算編成スケジュール
・役員の選考

●業務部会（専任担当理事の会議）
回 開催月日 議案

７ 10月18日（金）

・業務部会の取り組み状況
・平成 26年度予算編成スケジュール
・シルバーフェスティバル 2013
・会員に対する措置に関する関連規定の整備（案）

８ 11月15日（金）
・業務部会の取り組み状況
・平成 26年度各課の事業計画（案）

●合同部会（総務部会と業務部会の合同会議）
回 開催月日 議案

６ 10月23日（水）
・平成 25年度第７回「総務部会」及び第７回「業務部会」の報告
・平成 25年度９月「事業実績」

７ 11月27日（水）
・平成 25年度第８回「総務部会」及び第８回「業務部会」の報告
・平成 25年度 10月「事業実績」

●安全・適正就業対策委員会
回 開催月日 議案

７ 10月16日（水）
・事故状況
・審議事項

８ 11月20日（水）
・事故状況
・審議事項
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平成25年10月末現在　	●会員数　6,986 名	 				●就業者数　4,582 名
	 男　性　4,571 名	 ●就 業 率 	53.7%
	 女　性　2,415 名	 ●事業収入　11億 9,570 万円

平成25年10月末現在　	●傷 害 事故	11 件　（前年同期	18 件　前年比　−		7 件）
	 ●賠 償 事 故 	13 件　（前年同期	14 件　前年比　−		1 件）
	 ●自動車事故				7 件　（前年同期		 8 件　前年比　−		1 件）
	 ●累 　 　 計 31件			（前年同期 40件　前年比　−		9 件）	

日付
就業中

性別 年齢 仕事内容 事故の状況
傷害の程度

途上 入院 通院 手術

9/10 就業中 女 71 家事援助 発注者から依頼された買い物を済ませ、自転車で発注者宅に戻る途中、駐
車場から出てきた車両に接触され転倒。 ○

9/14 途上 男 72 駐輪場 自転車で就業先に向かう途中、横断歩道の段差で転倒。 ○

9/16 途上 女 66 家事援助 自転車で就業先に向かう途中、交差点で右側通行してきた自転車に衝突さ
れ転倒。 ○

9/23 途上 男 70 屋内清掃 自転車で就業先に向かう途中、横断歩道で逆走してきた自転車に衝突され
転倒。その後、相手は逃げ去った。 ○

9/26 途上 男 67 剪定 剪定作業中、枝に足を掛けた際、足が滑り地面に仰向けに転落。 ○

■損害賠償事故（9月 1日〜 10月 31日）
日付 性別 年齢 仕事内容 事故の状況

9/28 男 70
他１名 駐輪場 駐輪ロックに自転車の前輪が入らないため手伝ったが収納できず、平置きスペースに自転車を移動。

自転車の前輪フレームとタイヤに傷があると指摘される。

10/1 男 72
他１名 刈払 刈払作業中、刈払機で飛ばした石が道路反対側に駐車していた車両の後部窓ガラスにあたり破

損。（チップソー使用、防護ネット未使用）
10/1

（報告） 男 66 駐輪場 駐輪ロックがなかなか開錠されないため、就業会員がロックを外した際、自転車のリムを傷つ
ける。（7/1 発生）

10/10 男 68
他３名 刈払 刈払作業中、刈払機で飛ばした石が駐車していた車両の後部窓ガラスにあたり破損。（ナイロ

ンカッター使用、防護ネット使用）

10/12 男 70 剪定 処分業者に剪定枝を持って行った際、業者が軽トラック荷台の剪定枝を降ろす。粉砕機で処分した際、
剪定枝に混ざっていた軽トラック荷台架装部分を巻き込み、粉砕機の刃を破損。

10/18 女 73 施設管理 駐車場開場の際、駐車場の鎖だけを外し、車止めポールを立てたままにしていたため、他の会
員の車両が車止めポールに気付かず衝突。

10/28 男 76
他４名 刈払 刈払作業中、刈払機で飛ばした石が駐車していた車両の右側後部窓ガラスにあたり破損。

■自動車事故（9月 1日〜 10月 31日）
日付 性別 年齢 仕事内容 事故の状況

9/19 男 67 公園刈払 出入り口の２本の石杭のうち 1 本のみを外して出ようとしたため、外していない石杭に車両前
方右側バンパーが接触し破損。

9/30 男 66 自転車撤去 走行中、交差点を左折する際にトラックの左側面がポールに接触し、２トントラックのヒンジ
を破損。

■傷害事故（9月1日〜10月31日）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　賠償事故について　◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
シルバー人材センターの賠償事故の中で、毎年発生しているのが刈払機での石飛ばし事故で、平成 25年
度は６件発生しています。（公共刈払１件、民間刈払５件）
刈払機による石飛ばし事故の原因・発生状況としては、①防護ネットを張っていなかったため　②防護ネッ
トの張り方に問題があったため　③小石や砂利が多い箇所でナイロンカッターを使用したため　④防護ネッ
トに穴が開いていたため、以上４点が挙げられます。	
発生した事故は安全対策をきちんとしていれば、防ぐことができたものがほとんどです。
今まで発生している刈払機の石飛ばし事故は対物事故のみですが、作業場所を通行中の人に当たる可能性
もあります。就業会員一人一人の安全意識の向上を図るため、安全対策を今以上に徹底していきます。
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地下鉄・藤崎駅の上にある早良区役所の真向
かいに猿田彦神社があります。普段はお参りす
る人は少ない神社ですが、60 日に１日ある「庚
申（コウシンまたはカノエサルと読む）」の日
には参拝する人を見かけます。特に年明けて最
初の「初庚申」には、日の出前から多くの人々
が境内を取り囲んで、社務所が開くのを待って
います。
この日は毎年異なりますが、2014 年（平成

26 年）は２月 18 日（火）です。何を待ってい
るかと言えば、そこで売られる縁起物の猿のお
面を手に入れるためです。

神社の祭神である猿田彦は、
「古事記」によると天孫降臨の
際にニニギノミコトを道案内し
たという神様で、それ以来、道
案内の神・道の神・旅人の神・
導きの神として親しまれていま
す。さらに猿は「去る」に通じ
て、火難や盗難を防ぐとされて、
多くの家の玄関に、表札と並ん
で猿のお面が飾られているのを
見かけます。
このお面は、ひとつひとつ職
人さんの手作りだそうで、よく
見ると表情が微妙に異なりま
す。毎年新しいお面と古いお

面を掛け替えられます。境内には赤い手拭いで
ほっかむりしている猿の飾り物が数体置かれて
いますが、愛嬌たっぷりで可愛いのです。

近頃では猿は木から落ちないことから、合格
祈願のお守りとして購入する人も多いと聞きま
した。
皆さんも、２月 18 日は早起きして猿のお面
をゲットしたらいかがでしょうか。社務所が開
いているのは朝５時半から夜７時までですが直
ぐに売り切れます。
ちなみにお面の値段は１体 1,000 円です。

	 広報委員　髙橋　　勉

猿田彦神社

だより
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・パソコンの出来る方（予算書・決算書の作成など）
・互助会業務に専任できる方（行事などに参加できる方）
・会場予約など対外折衝のできる方

1期 2年（再任あり）

互助会運営委員会で選考の上、決めさせていただきます。
　
出張所備え付けの応募用紙にご自身で記入し、申し出て
ください。

各区出張所

平成 26年 1月 20日（月）17：00まで

1名

互助会代表幹事　公募のお知らせ
　現互助会代表幹事が任期満了につき、次期代表幹事候補者を公募
します。詳しくは下記の通りです。

互助会代表幹事

主たる業務

応募締切日

任　　　期

選 出 方 法

応 募 方 法

応 募 先

互助会料理講習会報告第2回
　10月４日（金）ふくふくプラザで会員30名が参加して、
料理講習会を実施いたしました。
　昨年９月から互助会主催の料理講習会を４回実施する
ことが出来ました。
　「食を通じて親睦を図ること」をテーマに、講習を行い
多くの会員が参加され男女交えて楽しい一時を過ごすこ
とができました。一日の生活は食事から始まります。これ
からも料理に興味をもって健康増進を図りましょう。
　参加されました会員の方々にお礼申上げます。 
 代表幹事　荒木　博子

1. 冬瓜の
スープ

2. 牛肉の
辛味妙め

3. 枝豆と
シラスの

ごはん

4. キャベ
ツのポテ

トサラダ

5. ヨーグ
ルトケー

キ

メニュー
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会 　 場

参　加　費

日 　 程

時 　 間

ふくふくプラザ（福岡市市民福祉プラザ）
福岡市中央区荒戸３丁目３番 39号　
平成 26年 2月 6日（木）

開場９時　開演 10時から終演 15時予定

1,000 円（弁当・保険料込み）※当日、徴収いたします。

料 　 金 入場無料
（昼食は各自ご用意ください。）

参加申込締切 平成 26年１月 15日（水）

参加申込方法

DVD撮影を希望される方は別途 1,000 円にて受け付けます。
参加申し込み時にお知らせください。
なお、希望者が 30 名に満たない場合は DVD 作成は出来ませんので、
ご了承ください。

会員番号・氏名・電話番号等を所属の出張所互助会業務委員に
ご連絡ください。“博多にわか”“マジック”“どじょうすくい”
等の演芸を大歓迎します。

「芸能大会」出演者募集

「芸能大会」開催のご案内
　恒例となりました互助会主催の新春芸能大会を、平成26年２月６日（木）に開催
いたします。観客の入場は無料です！ご来場をお待ちしています。

平成26年２月６日（木）に開催する「芸能大会」に、出演される方を募集いたします。

公共交通機関利用の場合 車でお越しの場合

○福岡市市営地下鉄「唐人町」駅下車　
　４番出口から徒歩約７分
○西鉄バス　「黒門」バス停下車　徒歩約５分
　「福大若葉高校前」バス停下車すぐ

○ふくふくプラザ地下に駐車場があります。
料金は 30 分 100 円です。また、近隣にコ
インパーキングもあります。

アクセス

だより
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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

「師走」　“師が走る”語源は諸説あるなかで「１年の最後に成し終える」「為果（し
はつ）」からとする説もある。
　奇しくもこの12月で広報委員を終わることとなった。
　70 年近くの人生で初めて、「シルバーだより」の一部ではあるが編集を司る貴重
な経験をさせていただいた。ご指導をいただいた担当理事、編集担当、各出張所広
報委員の皆様方に厚く御礼を申し上げます。今後も「シルバーだより」が益々充実さ
れんことをお祈りいたします。 （木本盛之）

◎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21-16

TEL（092）643-8200  FAX（092）651-5000
HP　http://www.fukuoka-sjc.org/  e-mail   honbu@fukuoka-sjc.org

編集
　後記

『接遇研修で思う事』
西出張所　　岡㟢　幸雄

今まで公共関係就業に際しては接遇研修受
講が必修となっていましたが、此の度民間就
業についても接遇研修が予定されています。
接遇の大切さは「就業」に限らず、人と接

する時には努めて心掛けたいものです。
そこでふと、戦前の学校教育での「修身」

の事を思いました。
１．「母の力」
戊辰戦争の折、二男が深手の傷を負い苦し

む姿に、長男は「いっそ介錯してあげよう」
と刀を振り上げた時、側に居た母親が「二男
を切るなら私も一緒に切ってください」と二
男にしがみついた。

これは「母が我が子を思う心は深い」という
事です。
２．「シンデモラッパヲクチカラハナシマセンデ
シタ」
明治 27年の日清戦争で、銃弾に倒れたラッパ
兵の「木口小平（きぐちこうへい）」は、死んで
もラッパを口から離しませんでした。
これは、自分の任務は何処までも貫く精神が
尊いという事です。
これらの内容は必ずしも接遇とは関係ないか
もしれませんが、「相手を思う心と行動、言葉遣
い」が自分を始め廻りをどれほど和やかにする
でしょうか。
決して修身教育導入論者ではありませんが、
気に障ることが多い世の中ですが、残された人
生を、少しでも穏やかに楽しく過ごすように努
めたいものです。

ひ と こ と コ ラ ム

『人参シリシリ』
中央出張所　　井手上　勉

沖縄郷土料理で人参シリシリというのをご
存知ですか？沖縄では、人参シリシリ器はど
の家庭にもあるそうです。一般的には人参１
本とツナ缶と卵１個をチャンプルにする料理
が知られてやすが、このシリシリ器で擦られ
やすとシリシリって感じの食感になり、包丁
で切ったような角がなく、たくさんの量が食
べられるでやんす。大根や山芋などもいい感
じ〜♪あっしは昨日のミートソースにも人参
シリシリたっぷり加えました！今日は（予定）

牡蠣とカブとマッシュルームとタマネギとミルク
の真っ白なクラムチャウダーにシリシリされた人
参さんが色のアクセントになってくれるでしょ
う！シリシリ器は福岡では天神のわしたショッ
プ（※）に 1,000円くらいで売っています。
シツコイですが例
えば、コロッケなど
具材が柔らかいもの
の中にシリシリした
ゴボウや人参を入れ
る事も可能にするす
ぐれものです！
（※わしたショップは、
沖縄物産のお店です）

博多出張所　三浦　秀治
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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

「師走」　“師が走る”語源は諸説あるなかで「１年の最後に成し終える」「為果（し
はつ）」からとする説もある。
　奇しくもこの12月で広報委員を終わることとなった。
　70 年近くの人生で初めて、「シルバーだより」の一部ではあるが編集を司る貴重
な経験をさせていただいた。ご指導をいただいた担当理事、編集担当、各出張所広
報委員の皆様方に厚く御礼を申し上げます。今後も「シルバーだより」が益々充実さ
れんことをお祈りいたします。 （木本盛之）

◎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21-16

TEL（092）643-8200  FAX（092）651-5000
HP　http://www.fukuoka-sjc.org/  e-mail   honbu@fukuoka-sjc.org

編集
　後記

事務局からのお知らせ

配分金にかかわる確定申告について
シルバー人材センターから支払われる配分金は、所得税法上では「雑所得」として取り扱われます。
従って、次に該当する場合、確定申告の必要がありますので、ご注意ください。

「雑所得控除」＝「必要経費等の控除」就業の際の交通費等は、この「必要経費等の控除」に含まれる。

収入が配分金だけの場合　１年間の配分金合計が 103万円を超える場合

所得税額＝（配分金−雑所得控除：65万円−基礎控除：38万円）×所得税率

配分金の他に、公的年金収入がある場合
所得税額＝｛（配分金−雑所得控除：65万円）＋（公的年金等−公的年金等控除額）
	 −基礎控除：38万円−その他の所得控除｝×所得税率

公的年金等控除額
65 歳未満の場合

公的年金等の収入金額 公的年金等の控除額
130万円未満 70万円
130万円以上〜410万円未満 年金収入×0.25 ＋ 37.5 万円
410万円以上〜770万円未満 年金収入×0.15 ＋ 78.5 万円
770万円以上 年金収入×0.05 ＋ 155.5 万円

65 歳以上の場合
公的年金等の収入金額 公的年金等の控除額

330万円未満 120万円
330万円以上〜410万円未満 年金収入×0.25 ＋ 37.5 万円
410万円以上〜770万円未満 年金収入×0.15 ＋ 78.5 万円
770万円以上 年金収入×0.05 ＋ 155.5 万円

その他の所得控除

扶養控除額＝
被扶養者１人あたりの控除額×扶養人数

被扶養者１人あたりの控除額
区　　分 控除額 内　　容

控除対象
配偶者

一般：70歳未満 通常 38万円 配偶者控除

老人：70歳以上 通常 48万円 老人配偶者控除

扶養親族

一般：16歳以上
で「特定・老人」
に該当しない人

通常 38万円 扶養控除

特定：19〜 22歳 通常 63万円 割増扶養控除

老人：70歳以上

通常（一般）48万円 老人扶養控除

通常（同居）58万円 老人扶養控除＋
老親控除（10万円）

配分金収入、公的年金収入以外に収入がある方は、事例の取扱いとは異なります。
詳細につきましては、最寄りの税務署にご相談ください。

配分金等の個人情報の取り扱いについて

※配分金支払証明書と会議出席等の源泉徴収票は、それぞれ平成26年１月末に郵送いたします。

　配分金等の個人情報は、個人情報保護法第 16条・第 23条により、国等の機関（税務署や市町村等）から情報の開示を求められた場合は、
情報提供に応じる可能性がありますので、ご了承ください。

◎年金所得者に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20
万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必
要はありません。
（注１）この場合であっても、所得税の還付を受けるための確

定申告書を提出することができます。
（注２）所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税

の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳
しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
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会員の皆様へのお得プランですので、
宿泊時には本紙面またはコピーを
ご持参ください。

福岡市シルバー人材センター会員 様

公益社団法人　福岡市シルバー人材センター

http://www.fukuoka-sjc.org/
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シルバーフェスティバル報告特集

筥崎宮の玉せせり（玉取祭）
福岡市東区箱崎・筥崎宮の正月三日の祭礼である玉取祭は、玉せせりという名で広く知られ

ています。「せせる」とは、繰返し触れる、探り求めるという意味で、下帯一つの競り子が木製の

玉を争奪しあい、一年の吉凶を占う行事です。

たまとりさい
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広告掲載


