
公益社団法人　福岡市シルバー人材センター

「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

http://www.fukuoka-sjc.org/

Vol.1362014.6
CONTENTS

役員紹介
各区役員等紹介
７区通信
就業先情報（南区）
西区姪浜子どもプラザ
会議開催状況
実績報告／事故発生状況
歴史散歩（博多区）
互助会だより
事務局からのお知らせ／編集後記

4
6
8

17
18
19
20
21
22

裏表紙

2定時総会報告特集

　深夜、駐輪場に来場した若者に「こんばんは」「お疲れさま」と声をかける。疲れ
た様子の若者がいぶかしげに顔をあげ、そして、わずかに生気を取り戻した小さ
な声で「こんばんは」と挨拶を返してくれた。「ヤッタ！」次はどんな言葉で元気づ
けようか。
 　駐輪場の仕事をするようになって４カ月。私は今、駐輪場を利用する人と“挨拶

合戦”の真只中にある。挨拶してもプイッと横を向く高校生。にこやかに挨拶を返してくれる子育てママ。目礼して
足ばやに先を急ぐサラリーマン。その対応は十人十色。いかにすれば笑顔の返事を獲得できるか「日々是戦」であ
る。たかが挨拶されど挨拶。会社人生を終えまさに人生を諦観する年齢の私だが、地域に役立つ接点がこのよう
な形で体現できるとは思わなかった。今後も「小さな働きかけ」で「チョッピリ社会貢献」をモットーに、シルバー
人材センターの活動にかかわっていきたい。 （H．S）

◎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

写真：髙橋　勉（早良区）

　シルバーだより４月号（第 135号）でお知らせしましたとおり、５月 20日に会費の口
座振替を実施しました。
　預金残高の不足などで口座振替ができなかった方を対象に、下記の日程で再度口座振替
を実施します。振替日の前日までに、登録の預金口座にご入金をお願いいたします。

会費のお支払いがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
　口座振替の登録をすると、配分金等の払込口座から会費を
納入することができます。
　金融機関へ出向く必要がなく、金融機関へ支払う手数料も
かかりません。
　口座振替の登録を済ませていない方は、是非ご登録ください。

◎口座振替日　平成26年7月22日（火）　
会費の口座振替「未登録」の方へ

平成26年度会費の口座振替について平成26年度会費の口座振替について

検索サイトのトップページから、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員専用ページは、各出張所の「行事予定」や就業情報「仕事をお探しの方へ」「講習会開催」
お知らせなどを掲載しています。また、シルバーだよりのバックナンバーもご覧になれま
す。是非、ご活用ください！

福岡市シルバー人材センターのホームページをご存知ですか？

◎会員専用ぺ－ジを開くには、パスワードを入れてログインする必要があります。

パスワードの欄に 4680を入力→　会員専用ページ　ボタンをクリック会員専用ページの
ログイン方法

インターネットが使える環境であれば、パソコンからホームページがご覧になれます。

福岡市シルバー人材センター

崇福寺山門（福岡城本丸御門）と如水の墓
崇福寺は、九州大学病院近くの博多区千代にあります。この山門は、福岡城の本丸御門を移築したものと言われて
います。福岡藩祖の如水、福岡藩初代藩主の長政ほか４藩主の墓所になっています。



平成 26 年度公益社団法人福岡市シルバー人材センター定時総会が、５月 29 日（木曜日）午前 10 時
より福岡市民会館大ホールで、会員総数 6,834 名のうち、490 名（委任状提出者 3,584 名・議決権行使
者 289 名）が出席して開催されました。

大津英世会員（中央区）の司会進行により、倉岡洋一郎理事が開会を宣言し、石﨑哲夫理事長の
あいさつの後、中園政直副市長と森英鷹市議会議長からご祝辞をいただきました。

引き続き祝電披露の後、議長団の選出に移り、議長に斉藤茂材副理事長（早良区）、副議長に秋吉
功二郎会員（東区）、古賀豊文会員（博多区）が選ばれました。

議案と報告事項は、渕清隆事務局長が説明を行い、全議案が原案どおり承認されました。
第４号議案が採決承認されたことにより、理事 19 名と監事２名が就任し、新役員を代表して生田

征生理事よりあいさつがありました。
また、この定時総会をもって退任される役員の紹介があり、退任役員を代表して石﨑哲夫理事長

よりあいさつがありました。退任された役員の皆様には、センターの発展にご尽力いただきまして、
ありがとうございました。

最後に、五島勲夫理事による万歳三唱、井上伸
正理事の閉会のことばで、平成 26 年度定時総会
は終了しました。

《議案》
第１号…平成 25 年度事業報告
第２号…平成 25 年度決算報告
第３号…役員の報酬等及び費用に
　　　　関する規程の一部改正（案）
第４号…役員（候補者）の選任

平成26年度 定時総会報告
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皆様おはようございます。平成 26 年度「定時
総会」を開催するにあたりまして、ご挨拶を申し
上げます。私は、任期半ばにして健康上の理由に
より退任された鹿野前理事長のあとを受けまし
て、理事長に就任いたしました石﨑でございます。
よろしくお願いいたします。

本日は、朝早くからご出席いただきまして、あ
りがとうございます。またご来賓として、福岡市
から副市長の中園政直様、福岡市議会から議長の
森英鷹様にご臨席を賜っております。大変お忙し
い中、誠にありがとうございます。福岡市はじめ

関係の団体の皆様には、日頃よりご指導とご支援をいただいております。心より感謝を申し上げます。
これからも何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、福岡市シルバー人材センターは、昨年三十周年を迎えました。人生に例えますと、30 にして
立つ、意気軒昴、大いに躍進をしていく年代であります。これからも地域に根ざした、今まで以上に
市民に愛されるシルバー人材センターとして成長していかなければなりません。

平成 24 年４月に公益社団法人に移行し、今年で３年目を迎えます。会員の皆様やお客様、また関係
団体の皆様のご理解とご協力により、安全・適正就業に努め、新たな社会貢献事業の検討も進めてま
いりました。その一環といたしまして、昨年７月にスタートしました有償ボランティア事業「ワンコ
インお助け隊」は、この３月までの間に、1,429 件のお申し込みをいただきました。ごみ出し・水やり・
お買い物などを 100 円・500 円のワンコインで行うサービスということで、ご利用いただきましたお
客様には大変喜ばれております。さらにサービスの幅を広げるべく、新しい作業項目の検討や市民の
皆様に広く知っていただくための広報活動を推し進めているところであります。

今年度に新たな事業として福岡子育てマイスター制度による「西区姪浜子どもプラザ」を受託いた
しました。西区の女性会員の皆様にご尽力いただき、４月からスタートしております。女性会員の新
たな就業の場として、今後の広がりに大いに期待しております。

また、城南区におきましては、自転車駐車場管理業務を福岡市から指定管理者として認定を受け、
受託することができました。日頃より駐輪場管理業務に頑張っていただいております就業会員の皆様
のご尽力によるものだと感謝しております。

シルバー人材センターを取り巻く社会環境や経済情勢は、まだまだ厳しい中にあります。今まで以
上に会員の皆様が知恵を出し合い、一人でも多くの会員が就業できるように就業先の開拓や会員の拡
大に努めていかねばなりません。

会員ひとりひとりが生きがいを持ち、就業やボランティア活動などを通して地域社会のために貢献
していただくことが、市民の皆様が期待するシルバー人材センターの姿であり、また地域社会もそれ
を待ち望んでいることと思います。

最後になりましたが、ご列席の皆様と会員の皆様のこれからのますますのご健勝とご活躍を祈念い
たしまして、平成 26 年度定時総会の開会にあたりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうご
ざいました。

石﨑理事長あいさつ

だより
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５月 29 日（木）の定時総会において、役員として
選任された方々を紹介いたします。
（①氏名　②推薦団体または担当）

理事長

非常勤理事（各種団体推薦）

区委員長を兼ねる理事

副理事長 常務理事

①生田　征生
②福岡市

①黨　　實雄
②福岡市民生委員
　児童委員協議会

①広田　昌平
②東区委員長

①谷口　芳満
②㈳福岡市社会
福祉協議会

①保田　哲行
②連合福岡・
　福岡地域協議会

①倉岡　洋一郎
②博多区委員長

①新徳　重昭
②福岡市

①中島　淳一郎
　（保健福祉局長）
②福岡市

①岩男　良二
②中央区委員長

①中芝　督人
②福岡商工会
　議所

①平田　信治
②南区委員長

新役員紹介

特集
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　同日の５月 29日（木）に第３回理事会を開催し、理事長に生田征生氏、副理事長
に谷口芳満氏、常務理事に新徳重昭氏が選定されたことを併せてお知らせいたします。

区委員長を兼ねる理事

専任担当理事

専任担当理事 監事

①永冨　　陽
②城南区委員長

①松尾　愼治
②安全・適正就業
　広報活動

①井上　洋保
②就業開拓
　普及啓発
	 独自事業

①五島　勲夫
②早良区委員長

①前田　利勝
②公共関係
（刈払・除草除く）

①樋口　章子
②福祉・家事援助
女性会員拡大
民間、筆耕

①城　千賀男
②西区委員長

①原　　和己
②職群（剪定・刈
　払・除草）

①中村　卓也
②福岡市

①岡﨑　幸雄
②会員

だより
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東　　　　　	区 博　　多　　区 中　　央　　区 南　　　　　	区 城　　南　　区 早　　良　　区 西　　　　　	区

副　委　員　長 加藤　誠二 山本　幸子 古賀　豊文 德丸　孝子 渡辺　末男 瓜生　貞子 的野　哲 丹野　洋子 金替　敏正 徳永　玲子 隠岐　紀久夫 小早川　順子 瀧川　秀一 伊藤　榮子

職　群　班　長

寺田　隆 秋吉　功二郎 遠藤　武男 下河内　宣勝 中川　政之 信國　和英 中村　憲二 松尾　賢治 藤　勇三 村田　勇次 石橋　勇治 安藤　和彦 山口　征一 大西　秀人
（剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場 ) （剪定） （駐輪場） (剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場）

氏原　末秀 岡本　薫 中野　國紀 桜井　厚宏 荒木　常喜 加留部　直樹 小山　昌儀 穴本　陽一 迫　盛寛 中野　博 大原　重信 横山　謙吉 酒見　隆之 永山　義郎
（刈払） （街頭指導） （刈払・除草） （街頭指導） （除草） （街頭指導） （刈払除草） (街頭指導） （刈払） （街頭指導） （刈払） （街頭指導） （刈払） （街頭指導）

土屋　良雄 村上　繁雄 一ノ瀬　功志 大崩　哲二 有田　知榮子 宮﨑　千歳 浦田　幹雄 日野　国広 佐々木　義博 宇佐美　行信 松尾　正秋 相浦　大剛
（除草） （配食サービス） （筆耕） （配食サービス） （筆耕） （除草） （配食サービス） （除草） （除草） （配食サービス） （除草） （ヤフードーム）

小林　真喜子 森本　一 畠等　幸江 竹原　隆 川田　美佐子 若狭　伸子 福吉　洋子 久保田　映光 伊東　秀起 櫻井　とし子 秋吉　正博
（筆耕） （ゆめタウン） （福祉・家事援助） （東平尾公園） （福祉・家事援助） （筆耕） （福祉・家事援助） （筆耕） (緑のまちづくり） （福祉・家事援助） （筆耕）

大西　静香 古舘　幸雄 桜田　明夫 下司　絢子 川副　博子 坂田　祥子 冨永　重信
（福祉・家事援助） （広告） （試験官業務） （福岡アジア美術館） （福祉・家事援助） （福祉・家事援助） (区役所駐車場）

峯　明 池田　豊美
（学校法人滋慶文化学園） （資源回収）

地　域　班　長
（地域班リーダー）

黒沢　正孝 喜多　美 口石　光春 新川　弘人 櫻木　俊一 藤　英和 山崎　博通 万善　一三 加藤　康禮 田中　義麿 酒井　康雄 鳥井　麗子 堤　邦子 井上　榮
（西戸崎） （千早西） （博多１） （東光） （赤坂） （笹丘２） （高木） （若久） （城南） （七隈南） （田村） （賀茂１） （愛宕） （愛宕浜）

大屋　晴夫 大畑　清市 工本　秀人 中島　敏男 日並　文和 佐々木　孝雄 古賀　通成 秋根　紀生 友納　千恵子 福山　喜久枝 友納　惠 山本　淳 末宗　利子 西方　靖雄
（奈多） （城浜A） （博多２） （東吉塚） （小笹１） （当仁１） （塩原） （大池） （鳥飼） （片江） （内野１・曲渕） （賀茂２） （内浜東） （姪浜）

伊藤　元輝 小野　光典 宮田　正明 馬越　昭 嘉村　直樹 長㟢屋　俊一 窪田　勝男 吉富　隆広 森　正俊 大水　敏子 佐藤　タキエ 田上　和生 小島　拓 小倉　国利
（和白） （城浜B） （住吉） （板付北１） （小笹２） （当仁２） （横手） （花畑） （別府北） （長尾） （内野２・脇山） （原） （内浜西） （姪浜南）

芝元　良幸 三宅　幸子 谷口　誠 三好　勝敏 平川　嘉三 川島　修 内山　啓子 池田　タエ子 窪田　民雄 武藤　毅 大浦　盛夫 橋本　隆次 川添　弘治 山下　亮二
（美和台A） （名島A） （美野島） （板付北２） （草香江１） （春吉） （弥永１） （宮竹） （別府南） （堤丘） （入部） （原西１） （石丸北） （金武）

村瀬　秀幸 八尋　広道 坂田　梅敏 山口　治彦 中嶋　公二 本永　浩平 寺田　兵吉 臼井　菊良 伊藤　忠良 小林　明 池田　光子 川村　妙子 佐々木　昭洋 牛島　政次
（三苫・美和台B） （名島B） （千代１） （弥生） （草香江２） （南当仁１） （弥永２） （老司） （田島） （堤） （飯原） （原西２） （石丸南） （下山門）

有田　徹秀 山中　正夫 中島　昱夫 高守　英幸 林　良樹 安部　豪 前田　浅松 一ノ宮　健士 増田　精一 山本　稔 波止　慶子 石山　達郎 錦戸　積 西原　隆弘
（和白東A） （舞松原） （千代２） （宮竹） （警固１） （南当仁２） （弥永西） （曰佐） （金山） （南片江） （飯倉１・飯倉中央） （原北） （福重東） （下山門団地西）

松添　光昭 大神　鉄也 橋本　始 山田　新一 伊嵜　絢子 芝田　勝俊 山上　静子 梶原　源吾 杉谷　峯子 長澤　洋子 畑　美春 岡　康行 応戸　義孝
（和白東B） （若宮） （吉塚） （那珂１） （警固２） （福浜１） （東花畑） （柏原） （七隈北） （飯倉２） （高取） （福重西） （今宿）

山口　省三 草場　征二 中島　良一 畑中　敏子 神谷　信夫 北村　五郎 佐藤　敏彦 山元　盛好 香山　靖 藤田　哲彌 大園　信義 水崎　孝文
（香住丘A） （青葉） （席田） （那珂２） （簀子） （福浜２） （野多目） （西花畑） （百道・百道浜） （四箇田１） （城原） （今宿南）

野口　知恵子 洲崎　勲 桃田　建幸 坂稲　正志 井手上　勉 佐藤　順俊 川本　又矩 岸原　万寿夫 　 原　賢一郎 増本　清三 善明　靖子 福田　富子
（香住丘B） （八田） （月隈） （那珂３） （大名） （平尾） （大楠） （長住） （野芥１） （四箇田２） （壱岐） （玄洋）

田代　哲男 綿井　修 中野　清二 間　和夫 荻原　松美 梶原　健児 菊池　武史 成瀬　宗次 山下　一喜 関岡　法子 野口　満彦 中園　養市
（香椎下原A） （多々良A） （東月隈１） （板付１） （高宮） （薬院） （西高宮） （西長住） （野芥２） （室見） （壱岐東） （周船寺北）

中川　和博 大和　糺 徳丸　五巳 山村　里美 馬場　宏成 松本　泰彦 木船　至 藤井　初洋 山本　弘子 中村　芳信 林　和憲 久保　芙美子
（香椎下原B） （多々良B） （東月隈２） （板付２） （笹丘１） （舞鶴） （三宅１） （鶴田） （有住） （西新） （壱岐西） （周船寺南）

大和　美知子 木寺　敬一 手島　勇夫 安永　龍夫 田中　了 米光　正雄 吉崎　孝一 野田部　節雄 笠木　進一郎 利光　信義
（香椎） （松島） （東住吉） （那珂南１） （三宅２） （東若久） （有田１） （早良） （壱岐南A） （元岡）

荒牧　秀明 飯塚　恵吉 末松　和幸 光安　伸一 下田　孝 重田　帝二 内山　浩明 楢﨑　正美 市岡　圭助 越名　洋平
（香椎東A） （筥松） （春住） （那珂南２） （筑紫丘） （玉川） （有田２） （大原１） （壱岐南Ｂ） （今津北崎）

岩下　昌弘 石原　韶諒 向井　清志 渡辺　裕之 内山　寛 竹山　文夫 磧本　孝一 原口　清
（香椎東B） （箱崎） （堅粕） （三筑） （長丘） （田隈１） （大原２） （西陵）

新　国昭 中嶋　正敏 髙木　スミ子 波多江　弘和
（香椎浜） （東箱崎） （田隈２） （小田部）

小林　誠 舟木　勉
（千早香稜） （馬出）

西嶋　徹
（原田）

♣その他
広　報　委　員 今林　隆雄 戸川　博文 井手上　勉 高濱　一郎 橋本　修一 髙橋　勉 塚原　義紀

出張所業務担当

大屋　晴夫 八尋　広道 古賀　豊文 平野　恵美子 渡辺　末男 恵本　久美子 清永　實 江頭　修作 冨永　晴美 檀浦　晴美 波多江　弘和 江口　良太 北　龍子 瀧川　秀一
（基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務）

西田　キヨカ 森　恵子 貝澤　正義 德丸　孝子 大津　加代子 白川　百合子 遠田　喜美代 丹野　洋子 原　政江 久芳　洋亮 小早川　順子 中西　むつ子 下川　早苗 伊藤　榮子
(基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （基幹事務） （福祉・家事援助） （公共） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （福祉・家事援助）

中嶋　正敏 草場　征二 緒方　暎彦 山村　雅則 鴛海　弘二 森下　康博 桑原　令子 前畑　康夫 金替　敏正 髙浪　和大 和田　福代 石井　秀正 三好　宏昭 髙口　賴光
（公共） （公共） （公共） （公共） （基幹事務） （公共） （福祉・家事援助） （公共） （公共） （安全・適正就業） （福祉・家事援助） （公共） （公共） （公共）

加藤　誠二 豊村　睦男 木室　和孝 宮本　茂美 福江　帳留 首藤　時男 藤岡　哲朗 的野　哲 藤村　憲一 横尾　泰三郎 加藤　義春 苧園　俊一 坂巻　早苗
（安全・適正就業） （配食サービス） （安全・適正就業） （配食サービス） （公共） （安全・適正就業） （公共） （安全・適正就業） （就業開拓員） （公共） （安全・適正就業） （安全・適正就業） （配食サービス）

長尾　裕子 石川　昌子 吉瀬　千穂子 池田　光雄 大櫛　秀毅 髙倉　錬一郎 岡本　和夫 下林　文恵 井上　芙美子 碇　ムツ子 加藤　健一
（配食サービス） （就業開拓員） （配食サービス） （就業開拓員） （就業開拓員） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （就業開拓員）

西野　洋一 天野　俊實
（就業開拓員） （就業開拓員）

出張所職員 豊嶋　浩子 溝上　晶子 井上　敏枝 河野　みよこ 井上　敏枝 安原　真樹子 新留　いずみ
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東　　　　　	区 博　　多　　区 中　　央　　区 南　　　　　	区 城　　南　　区 早　　良　　区 西　　　　　	区

副　委　員　長 加藤　誠二 山本　幸子 古賀　豊文 德丸　孝子 渡辺　末男 瓜生　貞子 的野　哲 丹野　洋子 金替　敏正 徳永　玲子 隠岐　紀久夫 小早川　順子 瀧川　秀一 伊藤　榮子

職　群　班　長

寺田　隆 秋吉　功二郎 遠藤　武男 下河内　宣勝 中川　政之 信國　和英 中村　憲二 松尾　賢治 藤　勇三 村田　勇次 石橋　勇治 安藤　和彦 山口　征一 大西　秀人
（剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場 ) （剪定） （駐輪場） (剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場）

氏原　末秀 岡本　薫 中野　國紀 桜井　厚宏 荒木　常喜 加留部　直樹 小山　昌儀 穴本　陽一 迫　盛寛 中野　博 大原　重信 横山　謙吉 酒見　隆之 永山　義郎
（刈払） （街頭指導） （刈払・除草） （街頭指導） （除草） （街頭指導） （刈払除草） (街頭指導） （刈払） （街頭指導） （刈払） （街頭指導） （刈払） （街頭指導）

土屋　良雄 村上　繁雄 一ノ瀬　功志 大崩　哲二 有田　知榮子 宮﨑　千歳 浦田　幹雄 日野　国広 佐々木　義博 宇佐美　行信 松尾　正秋 相浦　大剛
（除草） （配食サービス） （筆耕） （配食サービス） （筆耕） （除草） （配食サービス） （除草） （除草） （配食サービス） （除草） （ヤフードーム）

小林　真喜子 森本　一 畠等　幸江 竹原　隆 川田　美佐子 若狭　伸子 福吉　洋子 久保田　映光 伊東　秀起 櫻井　とし子 秋吉　正博
（筆耕） （ゆめタウン） （福祉・家事援助） （東平尾公園） （福祉・家事援助） （筆耕） （福祉・家事援助） （筆耕） (緑のまちづくり） （福祉・家事援助） （筆耕）

大西　静香 古舘　幸雄 桜田　明夫 下司　絢子 川副　博子 坂田　祥子 冨永　重信
（福祉・家事援助） （広告） （試験官業務） （福岡アジア美術館） （福祉・家事援助） （福祉・家事援助） (区役所駐車場）

峯　明 池田　豊美
（学校法人滋慶文化学園） （資源回収）

地　域　班　長
（地域班リーダー）

黒沢　正孝 喜多　美 口石　光春 新川　弘人 櫻木　俊一 藤　英和 山崎　博通 万善　一三 加藤　康禮 田中　義麿 酒井　康雄 鳥井　麗子 堤　邦子 井上　榮
（西戸崎） （千早西） （博多１） （東光） （赤坂） （笹丘２） （高木） （若久） （城南） （七隈南） （田村） （賀茂１） （愛宕） （愛宕浜）

大屋　晴夫 大畑　清市 工本　秀人 中島　敏男 日並　文和 佐々木　孝雄 古賀　通成 秋根　紀生 友納　千恵子 福山　喜久枝 友納　惠 山本　淳 末宗　利子 西方　靖雄
（奈多） （城浜A） （博多２） （東吉塚） （小笹１） （当仁１） （塩原） （大池） （鳥飼） （片江） （内野１・曲渕） （賀茂２） （内浜東） （姪浜）

伊藤　元輝 小野　光典 宮田　正明 馬越　昭 嘉村　直樹 長㟢屋　俊一 窪田　勝男 吉富　隆広 森　正俊 大水　敏子 佐藤　タキエ 田上　和生 小島　拓 小倉　国利
（和白） （城浜B） （住吉） （板付北１） （小笹２） （当仁２） （横手） （花畑） （別府北） （長尾） （内野２・脇山） （原） （内浜西） （姪浜南）

芝元　良幸 三宅　幸子 谷口　誠 三好　勝敏 平川　嘉三 川島　修 内山　啓子 池田　タエ子 窪田　民雄 武藤　毅 大浦　盛夫 橋本　隆次 川添　弘治 山下　亮二
（美和台A） （名島A） （美野島） （板付北２） （草香江１） （春吉） （弥永１） （宮竹） （別府南） （堤丘） （入部） （原西１） （石丸北） （金武）

村瀬　秀幸 八尋　広道 坂田　梅敏 山口　治彦 中嶋　公二 本永　浩平 寺田　兵吉 臼井　菊良 伊藤　忠良 小林　明 池田　光子 川村　妙子 佐々木　昭洋 牛島　政次
（三苫・美和台B） （名島B） （千代１） （弥生） （草香江２） （南当仁１） （弥永２） （老司） （田島） （堤） （飯原） （原西２） （石丸南） （下山門）

有田　徹秀 山中　正夫 中島　昱夫 高守　英幸 林　良樹 安部　豪 前田　浅松 一ノ宮　健士 増田　精一 山本　稔 波止　慶子 石山　達郎 錦戸　積 西原　隆弘
（和白東A） （舞松原） （千代２） （宮竹） （警固１） （南当仁２） （弥永西） （曰佐） （金山） （南片江） （飯倉１・飯倉中央） （原北） （福重東） （下山門団地西）

松添　光昭 大神　鉄也 橋本　始 山田　新一 伊嵜　絢子 芝田　勝俊 山上　静子 梶原　源吾 杉谷　峯子 長澤　洋子 畑　美春 岡　康行 応戸　義孝
（和白東B） （若宮） （吉塚） （那珂１） （警固２） （福浜１） （東花畑） （柏原） （七隈北） （飯倉２） （高取） （福重西） （今宿）

山口　省三 草場　征二 中島　良一 畑中　敏子 神谷　信夫 北村　五郎 佐藤　敏彦 山元　盛好 香山　靖 藤田　哲彌 大園　信義 水崎　孝文
（香住丘A） （青葉） （席田） （那珂２） （簀子） （福浜２） （野多目） （西花畑） （百道・百道浜） （四箇田１） （城原） （今宿南）

野口　知恵子 洲崎　勲 桃田　建幸 坂稲　正志 井手上　勉 佐藤　順俊 川本　又矩 岸原　万寿夫 　 原　賢一郎 増本　清三 善明　靖子 福田　富子
（香住丘B） （八田） （月隈） （那珂３） （大名） （平尾） （大楠） （長住） （野芥１） （四箇田２） （壱岐） （玄洋）

田代　哲男 綿井　修 中野　清二 間　和夫 荻原　松美 梶原　健児 菊池　武史 成瀬　宗次 山下　一喜 関岡　法子 野口　満彦 中園　養市
（香椎下原A） （多々良A） （東月隈１） （板付１） （高宮） （薬院） （西高宮） （西長住） （野芥２） （室見） （壱岐東） （周船寺北）

中川　和博 大和　糺 徳丸　五巳 山村　里美 馬場　宏成 松本　泰彦 木船　至 藤井　初洋 山本　弘子 中村　芳信 林　和憲 久保　芙美子
（香椎下原B） （多々良B） （東月隈２） （板付２） （笹丘１） （舞鶴） （三宅１） （鶴田） （有住） （西新） （壱岐西） （周船寺南）

大和　美知子 木寺　敬一 手島　勇夫 安永　龍夫 田中　了 米光　正雄 吉崎　孝一 野田部　節雄 笠木　進一郎 利光　信義
（香椎） （松島） （東住吉） （那珂南１） （三宅２） （東若久） （有田１） （早良） （壱岐南A） （元岡）

荒牧　秀明 飯塚　恵吉 末松　和幸 光安　伸一 下田　孝 重田　帝二 内山　浩明 楢﨑　正美 市岡　圭助 越名　洋平
（香椎東A） （筥松） （春住） （那珂南２） （筑紫丘） （玉川） （有田２） （大原１） （壱岐南Ｂ） （今津北崎）

岩下　昌弘 石原　韶諒 向井　清志 渡辺　裕之 内山　寛 竹山　文夫 磧本　孝一 原口　清
（香椎東B） （箱崎） （堅粕） （三筑） （長丘） （田隈１） （大原２） （西陵）

新　国昭 中嶋　正敏 髙木　スミ子 波多江　弘和
（香椎浜） （東箱崎） （田隈２） （小田部）

小林　誠 舟木　勉
（千早香稜） （馬出）

西嶋　徹
（原田）

♣その他
広　報　委　員 今林　隆雄 戸川　博文 井手上　勉 高濱　一郎 橋本　修一 髙橋　勉 塚原　義紀

出張所業務担当

大屋　晴夫 八尋　広道 古賀　豊文 平野　恵美子 渡辺　末男 恵本　久美子 清永　實 江頭　修作 冨永　晴美 檀浦　晴美 波多江　弘和 江口　良太 北　龍子 瀧川　秀一
（基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務）

西田　キヨカ 森　恵子 貝澤　正義 德丸　孝子 大津　加代子 白川　百合子 遠田　喜美代 丹野　洋子 原　政江 久芳　洋亮 小早川　順子 中西　むつ子 下川　早苗 伊藤　榮子
(基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （福祉・家事援助） （基幹事務） （基幹事務） （福祉・家事援助） （公共） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （福祉・家事援助）

中嶋　正敏 草場　征二 緒方　暎彦 山村　雅則 鴛海　弘二 森下　康博 桑原　令子 前畑　康夫 金替　敏正 髙浪　和大 和田　福代 石井　秀正 三好　宏昭 髙口　賴光
（公共） （公共） （公共） （公共） （基幹事務） （公共） （福祉・家事援助） （公共） （公共） （安全・適正就業） （福祉・家事援助） （公共） （公共） （公共）

加藤　誠二 豊村　睦男 木室　和孝 宮本　茂美 福江　帳留 首藤　時男 藤岡　哲朗 的野　哲 藤村　憲一 横尾　泰三郎 加藤　義春 苧園　俊一 坂巻　早苗
（安全・適正就業） （配食サービス） （安全・適正就業） （配食サービス） （公共） （安全・適正就業） （公共） （安全・適正就業） （就業開拓員） （公共） （安全・適正就業） （安全・適正就業） （配食サービス）

長尾　裕子 石川　昌子 吉瀬　千穂子 池田　光雄 大櫛　秀毅 髙倉　錬一郎 岡本　和夫 下林　文恵 井上　芙美子 碇　ムツ子 加藤　健一
（配食サービス） （就業開拓員） （配食サービス） （就業開拓員） （就業開拓員） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （就業開拓員）

西野　洋一 天野　俊實
（就業開拓員） （就業開拓員）

出張所職員 豊嶋　浩子 溝上　晶子 井上　敏枝 河野　みよこ 井上　敏枝 安原　真樹子 新留　いずみ

平成26年６月１日現在
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7 区通信

区 ひがしく
東
東区春の交通安全
キャンペーンに参加

４月７日（月）15 時からゆめタウン博多の
２階フードコートにおいて、東区交通安全推進
協議会・東区交通安全協会・東警察署・東区役
所等による「東区春の交通安全キャンペーン」
の決起集会が開催されました。

東出張所からは、石﨑委員長をはじめ広田副
委員長、加藤安全担当、中嶋公共担当、駐輪場
就業会員 10 名が参加しました。

増加する交通事故ですが、中でも飲酒運転の
撲滅と自転車事故や高齢者の交通事故の防止に
力の入った集会となりました。

役員会開催

４月 22 日（火）10 時から東出張所会議室に
おいて、地域班長 31 名と職群班長 8 名及び石
﨑委員長、広田副委員長の出席で第１回役員会
が開催されました。

今年度から原田地域班が新設され、班長が１
名増えたこと、地域班長や職群班長の交代につ
いて、出張所のスタッフの紹介がありました。

委員長より 25 年度の活動報告と 26 年度の活
動方針の説明がありました。

続いて、新任の加藤安全担当より事故発生状
況の中で、25 年度は 24 年度に比べて事故が大

幅に減少したとの報告がありました。
広田副委員長より、６月から始まる地域懇

談会の日程と、『ラブアース・クリーンアップ
2014』へのボランティア参加の募集について説
明がありました。

シルバー農園だより

東区塩浜にあるシルバー農園では、玉ねぎの
収穫を４月 27 日と５月１日に行いました。

昨年の秋に植え付けられた玉ねぎの苗（約
2,200 本）が冬場の寒さに耐え、順調に成長し
ていました。この玉ねぎは、会員への販売のほ
か、５月３日・４日に博多どんたくの会場にお
いても販売しました。大好評で完売でした。

今後のシルバー農園は、ジャガイモやにんにく、
グリーンピースなどの収穫を予定しています。

博多どんたく港まつり東区演舞台
に「シルバーギャラリー」出店
好天に恵まれた５月３日・４日に、博多どんた

く港まつりが開催されました。東区演舞台は、香
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椎公民館前広場で行われました。盛りだくさんの
プログラムに、多数の来場者で賑わいました。

昨年に続き、東出張所はシルバーギャラリー
を出店し、手芸サークル「ひまわり会」の作品
の展示販売とシルバー農園の農作物販売を行い
ました。
「ひまわり会」の会員が丹精込めて作成した

手芸品と、シルバー農園で収穫した無農薬の玉
ねぎやそら豆は、共に好評で人気を博していま
した。

応援に来ていただいた会員の皆様、ご協力あ
りがとうございました。

広報委員　今林　隆雄

区 はかたく
博多

役員会開催

４月 22 日（火）、博多会議室において 26 年
度の第１回役員会が開催されました。

倉岡委員長の挨拶の後、25 年度事業報告が
なされました。①業種別配分金比較 ② 26 年３
月就業率 ③配分金予算対実績の報告がありま

した。特に配分金比較においては、「民間」の
比率の向上を目指したいとの発言がありまし
た。

続いて、退任される地域班長へ感謝状の贈呈
がありました。博多２の阿部正敏会員、美野島
の青野喜久会員、春住の陶山境会員、東光の阿
部悦子会員に対し、労いの言葉がありました。

さらに新役員の紹介がありました。副委員長
に古賀豊文会員、地域班長は、博多２に工本秀
人会員・美野島に谷口誠会員・春住に末松和幸
会員・東吉塚に中島敏男会員・東光に新川弘人
会員・堅粕に向井清志会員・那珂３に坂稲正志
会員が紹介され、承認されました。

古賀副委員長からは、区運営委員会の内容に
ついての報告がありました。

最後に、これからの行事スケジュールの説明
があり、閉会となりました。

駐輪場正・副リーダー会議

５月７日（水）に第１回駐輪場正・副リーダー
会議が開催されました。

始めに緊急連絡網の確認があり、あわせて
リーダーとサブリーダーの紹介がありました。

26 年度の基本方針として、各駐輪場からス
ローガンの発表がありました。続いて、期間中
に発生した問題の中で３件が検討されました。
①竹下南駐輪場の「鍵」問題②「喫煙」に関す
る問題③長期駐輪バイクの問題、といった現場
で起こったそれぞれの事例について活発な討論
がありました。

さらに、新人研修のあり方、駐輪場間の異動、
就業年限についても熱い討論がなされ、二時間
にわたる会議は閉会しました。

だより
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堅粕・東光地域懇談会

５月 13 日（火）東光公民館において、堅粕・
東光地区の地域懇談会がありました。

東光地域の新川班長、堅粕地域の向井班長の
挨拶のあと、参加者の今の仕事や趣味などの自
己紹介が和やかな雰囲気の中で行われました。

続いて倉岡委員長から挨拶があり、会員との
コミュニケーションをさらに強くしたいとの提
案がありました。

古賀副委員長、徳丸副委員長からの挨拶の後、
博多出張所配分金実績のベストテン及び地域会
員の就業状況の報告がありました。

さらに木室安全・適正就業担当からは、安全・
適正就業についてと自転車の交通マナーについ
ての指摘がありました。急な進路変更の安全不
確認や一時不停止、信号無視、歩道上での歩行
者との接触など、自転車事故のパターンが紹介
され、改めて交通ルールの確認がありました。

最後に参加者から提案や質問等があり、散会
しました。

 広報委員　戸川　博文

区 ちゅうおうく
中央

役員会開催

４月 25 日（金）10 時から、第１回役員会が
開催されました。

岩男委員長の挨拶の後、26 年度の中央出張所
の基本方針と重点目標が発表されました。
○ 26 年度中央出張所の基本方針

お客様、市民の方々から信頼され、会員の皆

様に魅力を持たれる中央出張所を構築する。
○ 26 年度中央出張所の重点目標

（1）安全就業、適正就業を第一に就業分野の拡
大を推進する。会員数の拡大と就業会員のス
キルアップを図り、就業率の向上と平均配分
金の増額を目指す。

（2）27 年度に自転車駐車場指定管理者の募集
があるため、現在受託している自転車駐車
場管理に加えて、天神地区の奪回を目標に、
利用者の満足度の向上と地域貢献活動を推
進する。

（3）独自事業の研究と開発により、会員の就業
機会を広げる。高齢者の就業にふさわしく、
かつ地域社会に貢献できる喜びや生きがい
につながるような事業を目指す。

（4）会員のコミュニケーションの場を提供する
と共に地域との交流の場ともなり、中央出張
所のイメージを高めることに努める。
引き続き、樋口理事の挨拶がありました。

「会員の皆様がどのようにしたら生きがいを
持ち就業できるかを考え、事業に取り組んでい
ます。特に、福祉サービスや家事援助、子育て
支援は、その時々によって求められるものが異
なります。研修会の内容を充実させ、就業への
バックアップ体制を整えていきます。

また、会員数の減少に歯止めをかけ、拡大に
努めていかなくてはいけません。今年度は、特
に女性会員の拡大に力を入れていきたいと思い
ます。皆様のご協力をお願いいたします」。

続いて、下記の議題で役員会は進行しました。
１．25年度配分金実績と 26年度予算について

25 年度の配分金実績は、予算を 110% 上回り、
目標を達成できました。また、前年度比 101%
で６年ぶりに前年度を上回る結果となりまし
た。このことは会員皆様の成果です。

26 年度の予算では、25 年度の 102% という
10
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目標を立てました。目標達成に向けて全員で努
力して参りたいと思っております。ご協力をお
願いいたします。
２．安全就業について

首藤安全・適正就業担当から配付された資料
により説明がありました。事故は全体的に減少
傾向にありますが、今から繁忙期に入るので、
安全就業に努めてもらうよう強調されました。
３．就業開拓について

大櫛就業開拓員から普及啓発と新規開拓を実
施していくと話がありました。
４．その他の報告と今後の予定
・ 地域懇談会は、各校区公民館で開催予定です。
・ 人事について、街頭指導班長は本山会員から

加留部会員へ、駐輪場班長は福江会員から信
國会員へ交代が提案され、承認されました。
なお、福江会員は 5 月から出張所のスタッフ
になります。

・ 定時総会が 5 月 29 日（木）に福岡市民会館
で開催予定です。

広報委員　井手上　勉

区 みなみく
南
剪定班実技講習会開催

春のやわらかい日差しを受けて、絶好の日和。
３月 17 日（月）午前 10 時から花畑園芸公園で、
剪定班の実技講習会が開催されました。

単独で実施した東区を除く、博多区３名、中
央区３名、南区 14 名、城南区３名、早良区４名、
西区４名の計 31 名の参加がありました。本部
より井上理事、松尾理事、吉田職員と指導員３

名、開催当番の南区からは平田委員長ほか６名
が出席し、総員 44 名となりました。

この実技講習会は後継者の育成の目的で、内
容は安全は勿論、基本的な技術を身につけるこ
とです。樹木を剪定する方法だけでなく、剪定
ばさみの正しい動かし方などの指導がありまし
た。また、剪定する際の脚立の置き方や上の葉
を揃える方法も重点的に学びました。“さすが！
プロ”という腕前を垣間見た感がありました。

これからは、剪定班が忙しくなるシーズンに
入ります。シルバー人材センターに安心して仕
事を依頼してもらえるように、親切・丁寧な仕
事で信頼してもらうことが大切だと思います。

また、安全第一は言うまでもありません。今
年度も事故防止のために、研修会を重ねていく
予定とのことです。健康に気をつけられ、くれ
ぐれも安全に就業されますよう願っています。

除草班全体会議開催

3 月 27 日（木）13 時 30 分から２階会議室で、
除草班の全体会議が開催され、43 名が出席し
ました。女性会員の姿が多く見られました。

淸
きよなが

永基幹事務（除草）担当により、会は進め
られました。この全体会議の趣旨は、安全就業
と就業機会の拡大を図ることです。

例えば、「除草の仕事を希望したが、見知ら
ぬ人ばかりで…」、「いつ就業できるか…」など
の不安を払拭しようと、グループ編成の試みが
提案されました。

５～６人のグループを９グループ作り、リー
ダーを紹介し、話し合いをして面識を得ました。
また安全に作業をするために、二人以上で仕事
をするなどの取り決めについても確認がありま
した。最後に、リーダーの中から経験豊富な

だより
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宮崎会員が班長に選出されました。
ある会員は「刈払除草を始めて３か月になり

ます。知識も経験もなく始めた刈払除草の就業
でした。道具の使い方や手入れの仕方など、班
長やリーダーはじめ先輩の指導で、作業ができ
るようになりました。炎天下での作業はつらい
時もありますが、終わった後は爽やかな気分と
達成感を味わえます」と語ってくれました。

初心をいつまでも忘れずに、「楽しく・明る
く ･ 仲良く」仕事に励んでください。

 広報委員　高濱　一郎

区 じょうなんく
城南

『七隈線駐輪場』“こぼれ話”を
追って！

城南出張所は、福岡市営自転車駐車場の指定
管理者として業務を継続することが決定しまし
た。そこで、区内の駐輪場で就業される会員の
皆さんの奮闘ぶりをレポートしました。

その１−挨拶ひとつ大変です！
駐輪場では、利用者の皆様に挨拶することは

就業心得の第一関門です。多様な利用者への挨
拶は難しく、ただただ、誠意をこめて注意深く
対応しているのが実態です。

☆　梅林駐輪場
　　「いつも利用する学生さんから旅行帰りに

お土産をいただいたことがありました。『気
持ちよく挨拶していただくから』とのこと。
ところが真逆のこともあります。ある先輩
は、朝の挨拶はしないでくれ！と言われた
ことがあるそうです。朝急いでいる時に『わ
ざわざ応えるのが面倒』というのがその理由
でした。利用者との距離感は難しいですね」。
☆　福大前駐輪場

　　「挨拶の失敗例もあります。夜、駐輪場内
で女性の利用者に普段通り「こんばんは」と
挨拶したところ、その女性はびっくりされ、
その事を「怖かった」と投書されました。確
かに、福大前駐輪場は屋外であるため、照明
も充分ではありません。それ以来、夜間の挨
拶は照明がある管理室近くで行うことにな
りました」。　

その２−創意工夫しています！
駐輪場は、屋内外や設備などそれぞれで条件

が異なります。厳しい条件をプラスに転化する
創意工夫がみられます。

☆　茶山駐輪場
　　「自転車の空気入れを手伝うことはよくあ

りますが、タイヤの「虫ゴム」を取り替える
こともあります。自転車修理の簡単な道具箱
を常備しており、歴代引き継がれています」。
☆　福大前駐輪場

　　「屋外にある条件を生かして、雨水を貯め
る『貯水タンク』があります。清掃用や花壇
用にそのタンクの水を使っています」。
☆　七隈駐輪場

　　「定期利用者の自転車を駐輪する区画には
屋根がありません。ですから、雨の日は自転
車が濡れないようにシートで覆っています。
突然雨が降り出したときの作業は一苦労で
すが、少しでも自転車が濡れないようにと、
皆で頑張っています」。　
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その３―とことん「利用者」のために！　
駐輪場では思わぬ事態に遭遇することもあり

ます。その時の臨機応変な対応こそシルバー会
員の特徴です。　

☆　別府駐輪場
　　「最近、利用者の自転車が多様化していま

す。太いタイヤやフレームが幅広のスポーツ
タイプや幼児用のシートがセットされた自
転車は、駐輪機にセッティングできないこと
があります。そのような場合は、場内の空き
スペースに誘導しています」。
☆　茶山駐輪場

　　「雨の日に、学生さんが雨カッパを濡れた
まま畳もうとしているので声をかけ、雨カッ
パを干し、乾いた雨カッパを畳んで自転車に
置いたことがきっかけで、今では皆でやって
おり、利用者から喜んでいただいています」。
☆　七隈駐輪場

　　「七隈駐輪場は、駐輪機の幅が狭いため、
自転車と自転車が接触する状態で駐輪する
ことがしばしばあります。利用者任せだと隣
の自転車を傷つけてしまいかねません。その
ため、自転車を入庫するところから手伝うこ
とが重要な仕事です。他の駐輪場にはないよ
うですが、歴代引き継がれています」。
☆　梅林駐輪場

　　「ここは屋根が付いていますが、屋外の駐
輪場です。風が吹く雨の日は、どうしても自
転車が濡れてしまいます。その時は、サドル
だけでも拭くようにしています」。

その４―地域との交流に一役！
シルバーの活動は、町内会等の清掃活動やボ

ランティア活動への参加などを通して地域に貢
献し、地域の人々から喜ばれ信頼されるシル

バー人材センターであることを目指していま
す。駐輪場でも地道な交流が花開いています。

☆　金山駐輪場
　　「私は、駐輪場に就業する数少ない女性会

員の一人です。制服・制帽の着用はもちろん、
建物周りの清掃、花壇の水やりなど、利用
者への応対以外に気を遣うことも多くあり
ます。NPO 法人『みどりちかまる』の方が、
駐輪場の周りに花壇を置いて“みどりの街づ
くり”をされています。季節ごとに彩られた
花壇をきっかけに、地域の方々が声をかけて
くださるので励みになります。このような交
流でシルバーの存在が地域の中に広がって
いるような気がします」。
☆　梅林駐輪場

　　「駐輪場の前にある花壇は『梅林ガーデン
クラブ』の方がお世話されています。手入
れの際は駐輪場内で水を利用されています。
朝の水やりは、私たちも手伝っています。こ
のように校区の人たちと接点があることは、
私たちのやりがいにも繋がりますね」。
☆　福大前駐輪場

　　「こちらの花壇も『みどりちかまる』の方
が作られ、管理されています。私たちは雨水
タンクの水で、毎朝の水やりをしています」。

その５―ちょっと嬉しい話！
永冨委員長から「ちょっと嬉しい話」の報告

がありました。
金山駅から地下鉄を利用し、曲淵小学校に６

年間通った小学生から、金山駐輪場の皆さんに
感謝の手紙が届けられたというものです。
『金山駅のみなさまへ！６年間見守って下

さってありがとうございました。これからもど
うぞよろしくお願いします』

という文面でした。この小学生とお母さんの

だより
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来訪の日に就業していたＷさんは、管理室内に
この手紙を掲示し、“ちょっと嬉しい話”と題
して、「本当に心温まる出来事でした。何気な
い毎日の挨拶と笑顔が知らぬ間に心に届いてい
るのですね。先輩たちの活動にも感謝です」と
添え書きをし、就業メンバーに周知されたそう
です。

この小学生は、曲淵小学校の海っ子山っ子へ
の通学だったのでしょうか？６年間頑張った小
学生と駐輪場の皆さんとの心の交流の一端が伺
われた、実に心温まる話でした。

最後に、日々利用者から寄せられる声に耳を
傾けることにより、駐輪場の利便性を高める余
地はまだまだありそうだなと思いました。　
※駐輪場の取材に際して、業務の合間を縫って

対応いただきました会員の皆様に心からお
礼申し上げます。

広報委員　　橋本　修一

区 さわらく
早良

「会員のつどい」特別講演開催
〜黒田官兵衛と福岡城〜

３月７日（金）に開催さ
れた「会員のつどい」の特
別講演として、NPO 法人

「鴻臚館・福岡城歴史・観光・
市民の会」事務局長の岡部
定一郎氏による“黒田官兵
衛と福岡城”の講演があり
ました。

黒田官兵衛の出自・生い立ち・福岡城・博多
の街づくり等について１時間半お話頂きまし
た。その中で次のような興味ある話題を提供し
て頂きました。
・ 黒田家は第 59 代宇多天皇に始まる近江・佐々

木源氏の流れと言われている。
・ 黒田家の家紋である「藤巻巴紋」には、宇多

天皇の家筋を表す「橘の三つ葉紋」が中心に

入っている。（イラス
ト参照）

・「藤巻巴紋」は、信長
に反旗を翻した荒木
村重の居城に官兵衛
が単身乗り込み、捕
えられて１年間幽閉
された時に、牢獄の小窓に藤の花房を見つけ
て生きる力を得たことに依る。

・ 官兵衛の兜はお椀をひっくり返したような
「合

ご う す な り

子形兜」であるが、これは正室・光姫の
実家・櫛橋家から婚礼の際に贈られたもので
ある。「合子」とは身と蓋が一対で成立する
容器のことで、蛤の貝合わせからきており夫
婦の間柄を表している。

・ 官兵衛の入牢中に世話をしたのは、村重の家
臣の加藤又左衛門重徳である。恩に報いるた
め、子息をもらい受け育て、黒田の姓を与え
て黒田一成として家老に取り立てた。

・ 曽祖父・祖父が売っていた目薬は、現在の液
体ではなく「軟膏」であった。

・ 最近の新聞で官兵衛の正室の光姫の読み方
は、「てる」ではなく「みつ」であるようだ。

（光姫の菩提寺である「圓応寺」保存の古文
書にルビが振られている。）

・ 官兵衛が中国攻略を信長に提案した時に贈ら
れた国宝「圧

へしきり

切長谷部」（信長に敵対する茶
坊主を手打ちにしようとしたが、膳棚に逃げ
込んだため膳棚ごと圧し切った）は、福岡市
博物館にあり時々展示される。

・ ３月７日の西日本新聞に、崇福寺にある黒田
家の墓所を黒田家から福岡市へ寄贈される
との記事があった。

・ 舞鶴公園（市の管理）と大濠公園（県の管理）
を合体して「セントラルパーク」構想が検討
されている。
約 250 名の聴講者は、岡部氏の話に引き込ま

れて、中身の濃い勉強をしました。

「パソコン教室」開講

４月 14 日（月）から 18 日（金）の５日間に、
会議室で早良出張所では初めての「パソコン教
室」が開講されました。

14
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IT グループの成吉登志美会員（中央）・大賀
元美会員（早良）・伊藤豊会員（西）が講師と
なり、午前 10 時から 12 時は「パソコン入門」、
午後１時から３時は「ワード入門」で各 12 名
が参加しました。講師の親切な指導で、参加者
は満足して無事終了しました。

地域班長会開催

４月 22 日（火）の午前中に出張所会議室で、
五島委員長、斉藤理事と地域班長 23 名が出席
して、地域班長会が隠岐副委員長の司会進行で
開催されました。

五島委員長から次のような話がありました。
《新役員紹介》

３地域の班長が交代となり、新しい役員が紹介
されました。
《事業推進状況》

25 年度の配分金は前年度比 100.7% でした。市
全体は前年度比 100% でした。就業率は月平均
で 56.1% となり、市全体の 53.6% を上回ってい
ます。男性は 54.0%（市全体 52.5%）、女性は
60.8%（市全体 55.7%）です。事故は、全体で

は 43 件で前年度比 11 件減となりましたが、早
良出張所は６件で残念ながら前年度比１件増と
なりました。特に、賠償事故が３件（前年度は
０件）増えています。
《ワンコインお助け隊》
昨年７月から始めて３月末までの実績は

1,429 件でした。そのうち早良出張所は、381
件で全体の 26.7% でトップです。

続いて、３月の「会員のつどい」で説明があっ
た「平成 26 年度の出張所方針」を再確認しま
した。

次に、斉藤理事からは「今年は駐輪場指定管
理者の申請年度です。継続契約のためにも、利
用者とのトラブルがないようにお願いします」
との要請がありました。

最後に質疑応答があり散会しました。

福岡県警察本部表彰を受ける

３月 18 日に、福岡県警察本部から早良出張
所が３年連続して「いきいき講習キャンペーン」
の感謝状を頂きました。

表彰理由は「積極的に交通安全教育を実施
し、高齢者の交通安全意識の高揚を図り、交通
事故の防止に貢献した」ことによります。早良
出張所では、会議等集まりの中で加藤安全担当
による事故防止活動や年に一度の早良警察署交
通課への事故防止講演の要請が評価されたもの
です。

五島委員長が出張所を代表して表彰を受けま
したが、これは職群班長・リーダーをはじめ会
員の皆さんの努力によるものです。今年度も表
彰されるように頑張りましょう。

広報委員　髙橋　　勉

だより
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区 にしく
西

役員会開催

４月 22 日（火）西出張所会議室において、
職群班長と地域班長ほか計 30 名が出席して第
１回役員会が開催されました。

役員会は瀧川副委員長の司会で進行され、城
委員長から「１回目の役員会が、職群班長と地
域班長ともに全員の出席で開催できたことに感
謝いたします」との挨拶がありました。

続いて、岡﨑監事の挨拶があり「健康に留意
して安全就業に努め、シルバーの活動を盛り上
げてください」との励ましの言葉を受けました。

次に、城委員長から西出張所のスタッフが担
当割りとともに紹介されました。また地域班長
など役員の交代の提案があり、承認されました。
事業実績などが下記の内容で報告されました。
１．25 年度の事業実績報告
２．26 年度の重点取り組み事業について
３．消費税増税に伴う配分金単価の改正
４．新規事業「子どもプラザ」の近況報告
５．シルバーだよりの配付について
６．５月 29 日（木）開催の定時総会に向けて
７．“ラブアース・クリーンアップ 2014”
８．「安全・適正就業促進大会」について
９．西出張所からのお知らせ

中でも、26 年度の重点取り組み事業について
は、会員数の拡大を目指すことを挙げ、就業先
の拡大についても取り組みを強化するとのこと
でした。「子どもプラザ」については、４月に

無事スタートを切り順調であるとの報告があり
ました。

また、“ラブアース・クリーンアップ 2014”
が６月８日（日）に行われるので、ボランティ
アへの参加の呼びかけがあり、「安全・適正就
業促進大会」は７月に開催を予定しているので、
就業している会員はもちろん、多くの会員に参
加をしてもらうようにお願いがありました。

以上で、第１回役員会は終了しました。

地域班長会議開催

５月 13 日（火）10 時から会議室で、26 年度
の第 1 回地域班長会議が行われました。

挨拶に立った城委員長は、配分金比較表の
資料をもとに、「25 年度の配分金実績は前年度
比で 106％と順調に推移しました。これは会員
の皆様のきちんとした就業の積み重ねの結果で
す。今後も信頼される就業を心がけ、安全就業
に努めてください。」と感謝を述べられました。

また、「今回は５月 29 日に開かれる定時総会
を成功させるべくお集まりいただきました。配
付期間が限られていますが、議案書を地域会員
の皆様に届けていただきますようお願いしま
す。地域会員の方から質問などがありましたら、
出張所にご連絡ください」と城委員長から話が
ありました。

さらに議案書の内容の説明が詳細にあり、定
時総会を欠席する会員の方には委任状の送付を
お願いしてほしいとの依頼がありました。

互助会の決算報告の説明の後、「一人でも多
くの会員の参加で、定時総会を成功させましょ
う」とのかけ声があり、地域班長会議は終了し
ました。
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春の叙勲で瑞宝単光章を受章
地域住民の安全を守るため、危険性の高い業

務に従事してきた人を顕彰する第 22 回『危険
業務従事者叙勲』の受章者が公表され、福岡県
内で 187 名の方が選ばれました。その中で、西
区委員長の城千賀男会員が瑞宝単光章を受章さ
れました。

城委員長から受章の報告をいただきました。
「平成 26 年春の叙勲に際し、図らずも瑞宝単

光章受章の栄誉に浴しましたところ、早速ご親
篤なるご祝福を頂戴いたし、誠に有難く厚く御
礼申し上げます。お蔭さまをもちまして、去る
５月 15 日皇居へ参内し『春秋の間』において、
天皇陛下に拝謁の栄誉とともにお言葉を賜り感
激の極みでございました。これも偏に長年に
亘って皆様方より頂きましたご支援ご懇情の賜
と深く感謝申し上げる次第でございます。

今後は、この栄誉に恥じることのなきよう健

康に留意しご芳情に報いたいと存じますので、
何卒一層のご厚誼ご鞭撻を仰ぎたくよろしくお
願い申し上げます。

皆様の益々のご健勝とご発展を祈念いたしま
して、受章の報告並びに挨拶とさせていただき
ます。」

 広報委員　塚原　義紀

西鉄高宮

駅付近には、

福岡市男女

共同参画推

進センター

アミカスや

商店街があ

り、通勤や通学の拠点になっています。地

域住民の利便を図るため、駅の付近に３か所

の駐輪場（高宮駅西・高宮駅東・高宮高架下）

が設置されています。自転車740台とバイク

80台を収容できます。

今回は、定期券の発行もしている高宮駅西

駐輪場を訪れました。定期券購入者は、学

生 300名・一般 175名ほどです。駐輪場は

３階建てで出入口が狭いので、１階は主に重

量のある電動式自転車や三人乗り自転車の

置き場、２、３階は普通自転車の置き場に

高宮西駐輪場
しています。年々

増加傾向にあるた

め、置き場を工夫

しています。

サブリーダーの

中
なか

洌
す

会員と井上会

員は、「就業の心得の中で最も大切なことは、

お客様に対する明るい笑顔と元気な挨拶で

す。心の通ったチームワークで、毎日欠かさ

ず報告・連絡・相談を継続しています。お客

様の声を丁寧に聞き、相手の気持ちを察する

ことが大切です」と話されます。

１日に７名の会員が交代で就業していま

す。朝夕は忙しい時間帯なので、てんてこ舞

いです。

皆さんのチームワークでよりよい駐輪場に

なるように、さらなる活躍を期待しています。

広報委員　高濱　一郎

就業先情報みなみく南区

中洌会員
井上会員

だより
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「西区姪浜子どもプラザ」の事業を受託し、平

成 26年 4月 1日に業務を開始しました。

子どもプラザは、子ども（未就学児）と保護

者が一緒に過ごすところです。親子がいつでも

利用でき、子育てに関する相談や情報交換がで

きる拠点として、福岡市内に 14箇所設置され

ています。

昨年 12 月に事業運営委託の公募があり、４

箇所に応募をしました。その中で「西区姪浜

子どもプラザ」の委託先として、福岡市シル

バー人材センターが初めて選ばれました。

「西区姪浜子どもプラザ」は、当センター西出張所と同じ建物の１階にあります。姪浜駅の近くにあ

り、立地条件も抜群です。親子のための常設の遊び場を提供し、親子を見守り、親子の交流を図るこ

とが主な業務内容です。

５名の女性会員がローテーションで就業しています。今までに経験をしたことがない仕事ですの

で、準備から開設、また開設した後も勉強の毎日です。

大変なこともたくさんありますが、シルバー人材セン

ターの子育て支援の仕事の幅を広げるものとして期待

しています。今後もみんなで力を合わせてがんばって

いきます。

専任担当理事　樋口　章子

村岡　美代子会員
愛らしい笑顔と元気さに支え
られて頑張っています！

前山　富貴子会員
子どもさんたちのかわいい
仕草や笑顔に元気をもらっ
ています。

荒木　悠子会員
時には悩みながらも日々精進！
以前より心も身体も元気になった気が
します。子どものエネルギーはすごい！

木下　洋子会員
とことこのスタッフとし
て、大変ですが子供さん
の笑顔で元気をもらって
います。

川藤　万鯉子会員
子ども達から元気や小さ
な驚きをたくさんもらっ
ています。
ここに来てホッとすると
思ってもらえたらうれし
いです。
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●理事会
回 開催月日 議案

1 4月23日（水）
・シルバー人材センター正会員の入会
・組織規程の一部改正（案）
・職員退職金支給規程の一部改正（案）

2 5月 2日（金）

・平成 25年度事業報告
・平成 25年度決算報告
・役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正（案）
・役員（候補者）の選任
・理事長の選定

3 5月29日（木） ・理事長、副理事長及び常務理事の選定
・シルバー人材センター正会員の入会

●総務部会（委員長理事の会議）
回 開催月日 議案

1 4月16日（水）

・未収金対策
・平成 26年度定時総会
・新入会員研修会マニュアル（案）
・区役員選考要綱の一部改正

・組織規程の一部改正
・地域班設置要領の一部改正
・職群班設置要領の一部改正

2 5月21日（水）
・未収金対策
・平成 26年度定時総会
・配分金見積基準の適用

●業務部会（専任担当理事の会議）
回 開催月日 議案

1 	4月18日（金）

・業務部会の取り組み状況
・平成 26年度定時総会
・区役員選考要綱の一部改正
・組織規程の一部改正

・地域班設置要領の一部改正
・職群班設置要領の一部改正
・平成 26年度就業開拓基本方針（案）
・新入会員研修会マニュアル（案）

2 5月16日（金）
・業務部会の取り組み状況
・平成 26年度定時総会
・専任担当理事業務監督要綱の改正（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

1 4月23日（水）
・平成 26年度第１回「総務部会」及び第１回「業務部会」の報告
・平成 25年度３月「事業実績」
・平成 26年度就業開拓基本方針（案）

●安全・適正就業対策委員会
回 開催月日 議案

1 4月16日（水）
・事故状況
・審議事項
・健康診断受診報告提出状況

2 5月21日（水）
・事故状況
・審議事項
・安全・適正就業　強化月間実施要領

・手取除草の就業体制
・他センターの事故報告

だより
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　　　　　　　　　　　　◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※具合が悪くなったら、すぐに周りの人に助けを求めましょう。日頃から体調管理には十分注意してください。

　参考：イラストで見て分かる高齢者の熱中症　（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授星秋夫監修）より一部抜粋

平成 26年 4月末現在	 ●会員数　6,842 名	 ●就業者数　3,651 名
	 男　性　4,440 名	 ●就業率	 53.4%
	 女　性　2,402 名	 ●事業収入　1億 5,283 万円

平成 26年 4月末現在	 ●傷 害 事故	 2 件　（前年同期			0 件　前年比　＋		2 件）
	 ●賠 償 事 故 	 4 件　（前年同期			0 件　前年比　＋		4 件）
	 ●自動車事故	 2 件　（前年同期			0 件　前年比　＋		2 件）
	 ●累 　 　 計 	 8 件　（前年同期			0 件　前年比　＋		8 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

3/25 就業
途上 女 74 家事援助 自転車で帰宅途中、駐輪中の自転車に接触し横転。 ○

4/15 就業
途上 女 68 手取除草 自転車で就業先に向かう途中、自転車の後かごに乗せていた作業用熊手の

柄がカーブミラーの支柱に接触し、バランスを崩し転倒。 ○

4/21 就業
途上 女 69 家事援助 バイクで就業先に向かう途中、交差点を右折した際、後ろから車に追突さ

れ転倒。 ○

■損害賠償事故（3月 1日〜 4月 30日）
日付 性別 年齢 仕事内容 事故の状況

3/20 女 70 家事援助 台所のシンクの掃除の際、漂白剤が前に置いてあったバッグ（布製）にかかり、バッグが変色。

4/3 男 67 施設管理 駐輪場の就業中、駐輪スペースを確保するためバイクを横に移動させた際、バイクのサドル下
左側のプラスチック部分が破損。

4/4 女 73 家事援助 浴室内の壁を掃除した際、設置されていた物干しポールが手に当たり、浴槽に落下。

4/6 男 68 屋外清掃 ラッカーのスプレー缶のガス抜きするために、缶の底に穴を開けたところ、残っていた塗料が
飛散し、倉庫のコンクリート床とグレーチングを汚す。

4/8 男 65 施設管理 バイクにキーをさしたままで駐輪し、駐輪場でバイクの盗難に遭う。キーホルダーには駐輪場事
務所と自宅の鍵を一緒につけていた。

■自動車事故（3月 1日〜 4月 30日）
日付 性別 年齢 仕事内容 事故の状況

4/9 配食 車検の際に、車両左のテールランプにヒビが入っていて水が流入していると報告を受け、事故
が判明。

4/11 男 68 その他 車でガード下の狭いアーチ型トンネルに進入した際、車両左側（助手席側）の上部分がトンネ
ルの壁に接触。

■傷害事故（3月 1日〜 4月 30日）

１　熱中症予防の基本

・こまめに水分補給し、
塩分もあわせて補給す
る。
・体 温 を 計 る こ と で、
目で確認する。
・保冷剤・冷たいタオル
などで体温の上昇を抑
える。

２　外出時の熱中症予防

・汗がすぐ乾くような吸湿性と
通気性がよく、熱を吸収しに
くい色（白系）の衣服を着る。
・冷たいタオルと、水筒やペット
ボトルを持参する。
・帽子を被ったり日傘を差し、
直射日光を避ける。
・涼しい場所を利用して、適宜
休憩を取る。

３　室内での熱中症予防

・室温28度を目安に、エアコン、
扇風機、部屋の換気を利用し
て、温度と湿度を調整する。
・室内でも、こまめな水分補給・
塩分補給を心がける。
・入浴前後や就寝前後は、コッ
プ１杯の水を補給する。
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豊国神社

地下鉄呉服町駅を降りて、蔵本の交差点にあ
る博多小学校の裏手にひっそりと佇んでいる
神社があります。神屋宗湛の屋敷跡に建てられ
た豊国神社です。

秀吉に「筑紫の坊主」と言われた宗湛は、嶋
井宗室、大賀宗久と共に「博多三傑」といわれ
ました。

神屋宗湛

神屋一族は、大内氏、大友氏の時代に歴史の
舞台に登場します。神屋永

えい

富
ふ

、寿禎（石見銀山
の開発）、主

かず

計
え

、亀菊などの先祖は、中国、朝
鮮などとの貿易により力をつけました。博多の
支配者が変わる度に見舞われる戦火の中で博
多商人としての基礎を築きました。神屋家は唐
津にも拠点を設け、唐津の松浦党との交流も
あったようです。玄蘇和尚の妹を妻とした宗湛
は玄蘇の薫陶を受け文化人としての修行にも
励みました。嶋井宗室と共に信長の茶会のあと
泊まった本能寺。その夜本能寺の変に遭遇しま
す。その後、秀吉に仕え、九州統一と朝鮮出兵
のための基地としての博多で宗湛は大いに躍
動しました。茶の湯を通じた政治家や文化人と
の交際で益々豪商としての地位が上がりまし
た。秀吉の強力なブレーンとして、財力を伴っ
たアドバイザーとして仕えたのでしょう。秀吉
亡き後、晩年は黒田藩の為に尽力しました。

1553 年（天正 22 年） 宗湛誕生
1586 年（天正 14 年） 上洛、剃髪得度
1587 年（天正 15 年） 秀吉の茶会に招かれる
   太閤の町割り「定

さだめ

」の
   発布
1592 年（文禄元年） 秀吉を自宅に招く
1600 年（慶長５年） 関ヶ原の戦い
1604 年（慶長９年） 如水没
1635 年（慶長 12 年） 宗湛没

妙楽寺

博多駅に向かっ
て御供所町まで来
ると、ビルに囲ま
れたお寺が目立ち
ます。御供所交差
点から少し中へ入
ると石城山・妙楽
寺があります。

宗湛の墓は、本
堂・庫裏の裏手。
黒田藩ゆかりの人

物達の中にそれはあります。歴史を感じさせる
大きくて荒々しく趣のある墓石です。現在の博
多を歩きながら、当時に想いを馳せてみるのは
いかがでしょう。

 広報委員　戸川　博文
※参考文献
　西日本人物誌９「神屋宗湛」武野要子著　西日本新聞社

豊国神社

妙楽寺にある宗湛の墓

「神屋町」の
地名が残る

案内板

神屋宗湛
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平成26年度互助会役員および業務委員紹介
会　　長　 倉岡洋一郎
代表幹事 神園　　久
会計監事 石﨑　哲夫
会計監事 井上　伸正
業務委員（東　区）　　福田美千子
業務委員（博多区）　　池田　光雄
業務委員（中央区）　　首藤　時男
業務委員（南　区）　　西野　洋一
業務委員（城南区）　　金子　　優
業務委員（早良区）　　天野　俊實
業務委員（西　区）　　苧園　俊一

退 任 の 挨 拶

互助会会長　石﨑　哲夫
２年間の在任でしたが、会員の皆様や業務委員各位のご協力により任期を全うすること
ができました。厚く御礼を申し上げます。
これからも厳しい予算の中ではありますが、多くの会員の皆さんが参加でき、楽しんで
いただけるような催事が計画されることを期待しております。
ありがとうございました。

互助会代表幹事　荒木　博子
互助会活動にご協力ご支援頂き感謝申し上げます。
平成25年度事業も計画通り無事終えることができました事をご報告申し上げます。
平成20年度から６年間務めさせて頂きました。公益社団法人に移行してからは、会員の
皆様からの年会費で賄うため不安を抱きながらの運営でしたが、24年度、25年度と無事
決算を終えることができました。
会員の健康増進と親睦を図るため、会員が多数参加できる行事を計画し活動できること
が重要です。今後一層の改革が求められることと思います。
最後に皆様のご協力ご支援のもと、６年間無事故で活動できたことがなにより幸せです。

皆様が益々ご健康でご活躍されますようご祈念いたします。ありがとうございました。

倉岡　洋一郎　会長
26年度の互助会会長を仰せつかりました。
一人でも多くの会員の皆様が楽しんで頂けるように、互助会業務委員の皆様と共に取り組ん
で参ります。
会員の皆様のいろいろな行事への参加をお待ちしています。

神園　久　代表幹事
26年度の互助会は、福岡市シルバー人材センターの共助の基本精神に基づき、会員の相互
扶助及び福利厚生を図る為、できるだけ多くの会員の方が参加できる様に努力します。ま
た、27年度には会員の皆様の意見を聞きながらサークル活動の見直しを図ります。

西野　洋一　互助会業務委員（南区）
互助会業務委員になって１年10ヶ月が経過しました。ハイキング・歴史探訪・秋の親睦旅
行・芸能大会等、業務を通して会員の皆様と親睦を図ることができたと思います。今後も更
に精進し、更なる互助会の発展のため頑張って参ります。

福田　美千子　互助会業務委員（東区）
この度、東区の互助会業務委員を承りました。初めての経験ですので、先輩の皆様のアドバイ
スを頂き、楽しみながら頑張って参ります。どうぞよろしくお願い致します。

金子　優　互助会業務委員（城南区）
今年度より互助会業務委員を務めさせていただきます。魅力ある企画を提案し、一人でも多
くの皆様に参加していただけるように努力いたします。

天野　俊實　互助会業務委員（早良区）
昨年は歴史探訪で天神まち歩きを担当しました。今年はハイキングを担当いたします。
皆様が楽しい一日を過ごせますように計画しますので、参加をお待ちしています。

苧園　俊一　互助会業務委員（西区）
４月より互助会業務委員になりました。互助会は、会員の皆様の健康増進と会員相互の親睦
に大きな役割を担っています。さらに多くの方々が行事に参加できるよう努力していきたい
と思います。

池田　光雄　互助会業務委員（博多区）
昨年に引き続き本年度も会計を担当することになりました。
今期もまた、皆様のご協力を得まして、各種イベントが会員の皆様にとって実りあるものに
なることを願い、頑張っていきたいと思います。

首藤　時男　互助会業務委員（中央区）
互助会業務委員になって３年目を迎えます。昨年度から行事企画内容を少し変更して、より
多くの会員の皆様が参加できる様なイベントになっています。多くの方に会えるのを楽しみ
にしています。

互助会の事業運営にあたって
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平成26年度互助会役員および業務委員紹介
会　　長　 倉岡洋一郎
代表幹事 神園　　久
会計監事 石﨑　哲夫
会計監事 井上　伸正
業務委員（東　区）　　福田美千子
業務委員（博多区）　　池田　光雄
業務委員（中央区）　　首藤　時男
業務委員（南　区）　　西野　洋一
業務委員（城南区）　　金子　　優
業務委員（早良区）　　天野　俊實
業務委員（西　区）　　苧園　俊一

退 任 の 挨 拶

互助会会長　石﨑　哲夫
２年間の在任でしたが、会員の皆様や業務委員各位のご協力により任期を全うすること
ができました。厚く御礼を申し上げます。
これからも厳しい予算の中ではありますが、多くの会員の皆さんが参加でき、楽しんで
いただけるような催事が計画されることを期待しております。
ありがとうございました。

互助会代表幹事　荒木　博子
互助会活動にご協力ご支援頂き感謝申し上げます。
平成25年度事業も計画通り無事終えることができました事をご報告申し上げます。
平成20年度から６年間務めさせて頂きました。公益社団法人に移行してからは、会員の
皆様からの年会費で賄うため不安を抱きながらの運営でしたが、24年度、25年度と無事
決算を終えることができました。
会員の健康増進と親睦を図るため、会員が多数参加できる行事を計画し活動できること
が重要です。今後一層の改革が求められることと思います。
最後に皆様のご協力ご支援のもと、６年間無事故で活動できたことがなにより幸せです。

皆様が益々ご健康でご活躍されますようご祈念いたします。ありがとうございました。

倉岡　洋一郎　会長
26年度の互助会会長を仰せつかりました。
一人でも多くの会員の皆様が楽しんで頂けるように、互助会業務委員の皆様と共に取り組ん
で参ります。
会員の皆様のいろいろな行事への参加をお待ちしています。

神園　久　代表幹事
26年度の互助会は、福岡市シルバー人材センターの共助の基本精神に基づき、会員の相互
扶助及び福利厚生を図る為、できるだけ多くの会員の方が参加できる様に努力します。ま
た、27年度には会員の皆様の意見を聞きながらサークル活動の見直しを図ります。

西野　洋一　互助会業務委員（南区）
互助会業務委員になって１年10ヶ月が経過しました。ハイキング・歴史探訪・秋の親睦旅
行・芸能大会等、業務を通して会員の皆様と親睦を図ることができたと思います。今後も更
に精進し、更なる互助会の発展のため頑張って参ります。

福田　美千子　互助会業務委員（東区）
この度、東区の互助会業務委員を承りました。初めての経験ですので、先輩の皆様のアドバイ
スを頂き、楽しみながら頑張って参ります。どうぞよろしくお願い致します。

金子　優　互助会業務委員（城南区）
今年度より互助会業務委員を務めさせていただきます。魅力ある企画を提案し、一人でも多
くの皆様に参加していただけるように努力いたします。

天野　俊實　互助会業務委員（早良区）
昨年は歴史探訪で天神まち歩きを担当しました。今年はハイキングを担当いたします。
皆様が楽しい一日を過ごせますように計画しますので、参加をお待ちしています。

苧園　俊一　互助会業務委員（西区）
４月より互助会業務委員になりました。互助会は、会員の皆様の健康増進と会員相互の親睦
に大きな役割を担っています。さらに多くの方々が行事に参加できるよう努力していきたい
と思います。

池田　光雄　互助会業務委員（博多区）
昨年に引き続き本年度も会計を担当することになりました。
今期もまた、皆様のご協力を得まして、各種イベントが会員の皆様にとって実りあるものに
なることを願い、頑張っていきたいと思います。

首藤　時男　互助会業務委員（中央区）
互助会業務委員になって３年目を迎えます。昨年度から行事企画内容を少し変更して、より
多くの会員の皆様が参加できる様なイベントになっています。多くの方に会えるのを楽しみ
にしています。

互助会の事業運営にあたって
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公益社団法人　福岡市シルバー人材センター
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裏表紙

2定時総会報告特集

　深夜、駐輪場に来場した若者に「こんばんは」「お疲れさま」と声をかける。疲れ
た様子の若者がいぶかしげに顔をあげ、そして、わずかに生気を取り戻した小さ
な声で「こんばんは」と挨拶を返してくれた。「ヤッタ！」次はどんな言葉で元気づ
けようか。
 　駐輪場の仕事をするようになって４カ月。私は今、駐輪場を利用する人と“挨拶

合戦”の真只中にある。挨拶してもプイッと横を向く高校生。にこやかに挨拶を返してくれる子育てママ。目礼して
足ばやに先を急ぐサラリーマン。その対応は十人十色。いかにすれば笑顔の返事を獲得できるか「日々是戦」であ
る。たかが挨拶されど挨拶。会社人生を終えまさに人生を諦観する年齢の私だが、地域に役立つ接点がこのよう
な形で体現できるとは思わなかった。今後も「小さな働きかけ」で「チョッピリ社会貢献」をモットーに、シルバー
人材センターの活動にかかわっていきたい。 （H．S）

◎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

写真：髙橋　勉（早良区）

　シルバーだより４月号（第 135号）でお知らせしましたとおり、５月 20日に会費の口
座振替を実施しました。
　預金残高の不足などで口座振替ができなかった方を対象に、下記の日程で再度口座振替
を実施します。振替日の前日までに、登録の預金口座にご入金をお願いいたします。

会費のお支払いがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
　口座振替の登録をすると、配分金等の払込口座から会費を
納入することができます。
　金融機関へ出向く必要がなく、金融機関へ支払う手数料も
かかりません。
　口座振替の登録を済ませていない方は、是非ご登録ください。

◎口座振替日　平成26年7月22日（火）　
会費の口座振替「未登録」の方へ

平成26年度会費の口座振替について平成26年度会費の口座振替について

検索サイトのトップページから、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員専用ページは、各出張所の「行事予定」や就業情報「仕事をお探しの方へ」「講習会開催」
お知らせなどを掲載しています。また、シルバーだよりのバックナンバーもご覧になれま
す。是非、ご活用ください！

福岡市シルバー人材センターのホームページをご存知ですか？

◎会員専用ぺ－ジを開くには、パスワードを入れてログインする必要があります。

パスワードの欄に 4680を入力→　会員専用ページ　ボタンをクリック会員専用ページの
ログイン方法

インターネットが使える環境であれば、パソコンからホームページがご覧になれます。

福岡市シルバー人材センター

崇福寺山門（福岡城本丸御門）と如水の墓
崇福寺は、九州大学病院近くの博多区千代にあります。この山門は、福岡城の本丸御門を移築したものと言われて
います。福岡藩祖の如水、福岡藩初代藩主の長政ほか４藩主の墓所になっています。


