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高齢者の生活の充実と
　　　地域社会の担い手として
� シルバー⼈材センターは、会員に働く機会を提供する
ことを通じて、会員の⽣きがいの充実や⽣活の安定、ま
た、地域社会の発展や現役世代の下⽀えなどを推進するこ
とを⽬的としています。�
 ⾼齢化や労働⼒⼈⼝の減少のさらなる進⾏が⾒込まれる
中で、シルバー⼈材センターの果たす役割はますます重要
となっており、シルバー⼈材センターにはその役割を果た
すことが求められております。 人生を二度楽しみましょう

会津美里町シルバー人材センター
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ごあいさつ
 令和４年度の定時総会及び当⽇開催された理事会において、理事
⻑に選任されました。微⼒ではありますが、シルバー⼈材センター
発展のために努⼒して参りますので、会員の皆様のご協⼒をよろし
くお願いいたします。
� 当シルバー⼈材センターの契約⾦額はここ数年間減少し、経常収
⽀も⾚字の状況が続いています。公益社団法⼈とはいえ、⾃⼒での
運営が基本であり、安定した経営が求められると思います。私もマ
ッチング⽀援員として２年間活動し、事務所にも顔を出してきまし
たが、契約⾦額減少の⼤きな問題として、仕事の依頼に対し、タイ
ムリーに対応できる会員が少ないことがあげられます。会員の皆さ
んに、リアルタイムで情報が出せるかが⼤きな課題だと思います。
事務局では、本年３⽉より『ＬＩＮＥ（ライン）』を活⽤した情報
の提供を始めました。多くの会員で情報の共有を図りたいと思いま
すので、是⾮ラインへの登録をお願いします。
� 企業での定年が延⻑され、会員拡⼤においては今まで以上に困難
な状況にありますが、会員の皆さんが知⼈や友⼈など⼀⼈ひとりに
声をかけ、シルバー⼈材センター活動の素晴らしさを伝えていただ
きたいと思います。また、シルバー⼈材センターの基本理念である
「⾃主・⾃⽴、共働・共助」の中でも、「共助」が今後の運営では
重要と考えています。会員同⼠が仲良く、助け合いながら仕事を進
め、仲間を増やしていくことが⼤切だと思います。
 新型コロナウイルスが蔓延しています。健康には⼗分に注意して
⽇常の⽣活を送ってください。会員の皆さんが楽しみにしている旅
⾏や芋煮会、新年会などが早く開催できるよう、新しいワクチンの
開発を祈るばかりです。会員の皆さんのより⼀層のご活躍を祈念
し、就任のあいさつといたします

シルバー人材センターの基本理念は
「自主・自立、共働・共助」
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 令和4年度�時��が、5⽉31⽇（�） �型コロナウイルス�
染�⽌のため、�員の��には��⾃粛をお願いし、「�決�⾏

使書」の書⾯による�決�の⾏使となり178�による決�が⾏わ
れました。

 ���16�の��により��川�夫理事�が��に�任され、
すべての��について�疑��の�、すべての��が可決されま

した。旧�員の��⼤�お��になりました。

令和4年度 �時��開�

＜�員��者＞⼤�� ���� �嶺正義 ��政� ��辰�（��略）
 

�員�� ����さん

理事長　大堀　義享
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多くの会員さんと話し合
いの出来る場を設置した
い。（⼤堀義享）

新役員紹介
会員の皆さんが創るシルバー⼈材センターです！

⼈⽣を２度楽しめる
シルバーに努めます
(五⼗嵐榮記)

４期⽬を迎え、マッチン
グ⽀援員として「新規会
員の確保」を最重要に考
えます(⽔野健夫)

楽しく元気にケガ無
くをモットーに頑張
っています(⼭⼝寿正)

会員の皆さんが楽しめるセンタ
ーを⽬指します（星賢⼀）

シルバー事業が正しく
運営されているか監査
に努めます(浅野昌敏)

第2の⼈⽣をシルバ
ーに⾝を置いて13
年、これからも健
康に気をつけて充
実した⽇々をおく
りたい(渡部⾠宗)

プラチナ⼈材セ
ンターを⽬指し
ます(⾏⽊⼀元)

これからの第2の⼈⽣
楽しく余裕を持って
地域に根ざしたシル
バー⼈材事業を進め
ていきたいと思いま
す。(⻑嶋隆仁)

春から体調を
崩しておりま
すが、元気に
なって皆さん
と共に仕事が
できればと思
います
(星房吉)



2022　上半期

活き活きスナップ＆ひと言

1　給油所業務 2　選挙看板設置 3　草むしり

4　垣根のせん定
5　施設運転業務

1.「社員と同じ制服なので、気持ちが引き締まります」
　（鈴木拓也）
2.「高さ・垂直・水平OK、飛ばされない様しっかりと！」
　（長嶺幸喜）
3.「依頼者に喜ばれ自分も納得のいく仕事を」(長原政子）
4.「安全第一に手順を組立て作業しました」（星政一）
5.「ガソリンも高い！時給も上げてよ。事務局さん」
　（小林主馬）
6.「仕事は大変でも終わった後の達成感最高！」
　（山崎修市）
7.「散り始めの桜見物でしたが楽しいひと時でした」
　（ミセス倶楽部　渡部恭子）

6　除草業務（集草） 7　女性部　お花見散策



⾼⽥
第 1 班 ⻑⾕部征帰 第 2 班 春⽇ 恵⼀ 第 3 班 ⽩井 豊喜

第 4 班 鈴⽊ 和男 第 5 班 ⽊村 敏明 新規会員のご紹介をお願いします

永井野 第 1 班 佐藤 鉄也 第 2 班 根本  ⼒ 第 3 班 ⾦⽥ 久男

藤川 第 1 班 ⻑嶺 正義 第 2 班 居在家幸枝 第 3 班 渡部 裕⼦

旭 第 1 班 渡部 ⾠宗 地域班はおおむね町⾏政区を単位に組織しており、会員相互の連帯意識と親睦を基調に
センターと会員との緊密な連絡体制と整え地域の発展に貢献いたします。

両尾岐 第 1 班 久家  章 第２班 星   智 第 3 班 天野 敏彦

⾚沢 第 1 班 ⾕澤 吉美 第 2 班 浅川 直宣 第 3 班 ⼤⽵喜久男

本郷
第 1 班 ⻑岡 寛孝 第 2 班 ⽔野 健夫 第 3 班 佐藤  強

第 4 班 五⼗嵐 徹 第 5 班 歌川 浩司 シルバーの適正就業にご理解を

新鶴 第 1 班 佐瀬 和義 第 2 班 五⼗嵐常雄 第 3 班 村松 芳喜

 当センターの過去5年間
の事業実績（契約⾦額）
の推移です。
 平成29年度のピークを
境にして毎年減少し続け
ています。
 公共・⼀般事業が減少
し、個⼈・家庭は微増し
ており、個⼈家庭のお客
様の需要が多いセンター
です。特に除草作業（草
刈り、草むしり等）や庭
⽊剪定、農作業の補助等
の依頼が増えています。
 

地域��(令和4年4⽉１⽇より 任期2年） -��略-

事業実績
（契約金額と
会員数）
５年間の推移

会津美里町シルバー人材センター

職種転換をお考えの⽅は、講習会に積極的にご参加いただき仲間と⼀緒に技術向上を⽬指してみませんか？

単位：円

単位：⼈



 就業⾯での需要と供給のバランスが崩れ、仕事があったとしてもそれ
が充当できない状態が続いています。これは会員数が少ない、適任者が
少なくて振り分けができないなどの要素があると思います。
 退職後、コロナ禍で職を失った⼈、またはその他の理由で職を辞した
⼈が⾒受けられます。そうなった⼈達を対象に（⽣涯働き続けたい、⽣
きがいを⾒つけたい、社会貢献をしたい、今までの経験したスキルを持
って働きたい、趣味と実益を兼ねた仕事をしたい、⼈⽣無理せず楽しく
ポジティブに⽣きたい、健康に留意し軽度の仕事をしたいなど）勧誘し
ていただきたいと思います。
 少⼦⾼齢化の社会においてセカンドライフを考えておられる⽅に⼀声
かけて会員加⼊促進に尽⼒してもいいのではないでしょうか。そういう
理由でシルバー⼊会を促進し充実した⼀⽣を送ってもらうことを願わず
にはいられません。認知症、うつ病防⽌に役⽴つと思います。

新規会員紹介

会津美里町シルバー人材センター女性部

ミセス倶楽部に参加しませんか？

よろしくお願いいたします�
令和4年4月～8月入会

佐野　武清（本郷）
大竹　　栄（高田）
鈴木　幸喜（新鶴）
佐藤　利春（新鶴）
�藤　正志（高田）
児島　宗一（高田）
森　　　静（高田）
渡部　澄子（高田）

 

「新規会員」
ご紹介をお願いいたします！
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 　健康で働く意欲のある方の
ご紹介をお願いいたします。
　入会の際は説明会に出席しシ
ルバーの趣旨にご賛同いただけ
ることが条件です。

電話：0242-55-1031
FAX：0242-55-1032

�式

LINE
友だち登録を！

 今春より会津美⾥町シル
バー⼈材センター会員⽤の
公式ラインを始めました。
 就業情報や活動状況を発
信しています。
 ラインメッセージでやり
取りをしますので、ゆっく
り⽂字で⽇時や作業内容を
ご確認いただけます。
 また地図・写真を送受信
できますので、迅速かつペ
ーパーレス化にも役⽴って
います。
 上記のQRコードをライン
アプリのカメラで読み取り
友だち追加→お名前をメッ
セージで送信してくださ
い。
 ⼿順が不明な場合は事務
局へお尋ねください。

編集後記

敬称略

活動日：毎月第3火曜日
時　間：午前10時30分～12：00

うんどう教室や健康講座などを
予定しています。
シルボンヌの皆さん
お待ちしています！  

�
普及啓発委員⻑ ⻑嶋隆仁

副委員⻑ ⼭⼝寿正
委員 猪股忠静
委員 ⻑原政⼦

 担当 猪巻うた

�員さん

専⽤

公益社団法⼈会津美⾥町シルバー⼈材センター
福島県⼤沼郡会津美⾥町下堀字中川360-4

あやめ荘内
TEL：0242-55-1031 FAX：0242-55-1032

URL:https://aizumisato.fukushimaren.net/
�
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