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平成 27年 7月発行 会　報　「シルバー旭川」 第 44号　（1）

 旭川市三浦綾子記念館　（撮影：温井さん）

全国シルバー人材センター統一スローガン 会員数（人）の動き

 男 女 合 計

平成 25 年 3 月 631 308 939

平成 26 年 3 月 642 328 970

平成 27 年 3 月 633 323 956 

見逃すな
ヒヤリで済んだ　あの経験

今月号は、市内で燃料店を経営されている温井さんの作品を表紙として使わせていただきました。
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　平成 27 年度定時総会が、５月 26 日（火）午後
２時より旭川トーヨーホテル丹頂の間を会場に開
催されました。出席者 165 名、委任状 444 名、計
609 名となり会員の過半数を越え総会は成立しま
した。
　はじめに、平成 26 年度中にお亡くなりになった
方々への黙祷を行い、安部文子理事の開会宣言の後、
関根久雄理事長から挨拶がありました。続いて当セ
ンターに 10 年以上の永年継続就業会員で 80 歳以
上の 13 名に感謝状と記念品の贈呈を致しました。

　公務ご多用の中、旭
川市経済観光部次長佐
藤篤様、上川総合振興
局産業振興部商工労働
観光課 ･ 課長近藤広秋
様、旭川市公共職業安

定所所長齋藤洋悦様からご祝辞をいただきました。
　その後、議長に中島哲夫理事が選出され議事に入
りました。第１号議案「平成 26
年度事業報告承認に関する件」第
２号議案「平成 26 年度決算報告
承認に関する件」、鎌田孝雄監事
より「監査報告」があり、全員一
致で承認されました。更に報告事
項「平成 27 年度事業計画」、「平
成 27 年度収支予算」、第３号議案「総会議事運営
規則」「定款の一部変更」｢役員の選任｣ について報
告、すべての審議を終え、15 時 40 分、総会が終
了致しました。
　総会終了後、臨時理事会にて、理事長に中島哲夫
氏、副理事長に木林啓爾氏、常務理事に栗谷川武氏
が選任されました。また、並行して安全宣言大会を
行い、安全委員会石崎靖則委員長より「安全宣言」を、
安全標語の入選者４名に表彰状と記念品をお渡しし
ました。

　去る５月26日に開催されました平成27年度総会
･親睦会に、親愛なる多くの会員の皆様にご参会を
賜り、心からお礼申し上げます。
　この１年間の基本方針ならびに実施計画を確認し
合いました。
　その１点目は、就業機会の拡大に向けた事業の普
及啓発であり、２点目は新会員の加入促進です。３
点目は就業機会の確保と適正化、４点目は安全就業
と健康管理です。そして５点目は、センター財政の
基盤強化です。
　この方針に向かって役員はもとより会員の皆様方
や事務局職員がスクラムを組んで、全力で取り組ん
でいこうではありませんか。
　総会後の理事会におきまして、15年間理事･副理
事長として、そして３年間理事長として、旭川市シ
ルバー人材センターを名実ともに支えていただきま
した関根久雄前理事長の後任としてご指名を賜りま
した。
　経験豊富な関根前理事長から引き継ぐことは大変
光栄であると同時に、不安と緊張でいっぱいです。
幸い関根前理事長には顧問就任をお引き受けいただ
きましたので、適時ご指導を賜ることになっており
ます。
　公益法人４年目、安定した運営基盤の確立のた
め、更に積極的な対応が今求められております。こ
の１年間、諸課題に向かって全力で取り組む所存で
ありますので、皆様のご支援･ご指導をいただきま
すよう心からお願い申し上げ、就任のご挨拶といた
します。

「理事長就任に
　あたって」

定 時 総 会 報 告
事務局長 栗谷川　　　武

理事長

中　島　哲　夫
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来賓挨拶（概要）

　旭川市シルバー人材センターの平成27年度定時
総会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。
　また、私どもハローワークの業務運営に対しまし
ても日頃より種々のご支援ご協力いただいておりま
すことに、この場をいただいて心より感謝申し上げ
ます。

　皆様のシルバー人材センターにおかれましては、
「自主・自立・共働・共助」の理念のもと、多くの
方々に対し多様な利益に応じた雇用、就業確保の継
続をいただいて、我が国の方針であります活力ある
高齢社会に向けて技術の一端を担っておりますこと
に、改めて敬意を表する次第でございます。
　昭和55年創設以来、脈々と培われた地域社会と
の信頼関係や様々なご経験や技能を通した地域での
活躍が重要視されています。非常に厳しい状況にあ
りますが、この強みを発揮され活力ある地域社会に
貢献されますことをご期待申し上げるところであり
ます。今後益々のご発展をご祈念申し上げお祝いの
挨拶とさせていただきます。

旭川市公共職業安定所

齋 藤 洋 悦　様

おめでとうございます！

井田　千江（東　16　班）
松本　謹二（春光30班）
高口　俊次（春光26班）
由井　良忠（春光30班）
梅本　照男（中央　4　班）

高橋　　徹（春光26班）
大和田光夫（春光27班）
菅野　重雄（神居46班）
中田　瓔子（中央　2　班）

菅谷　寿恵（新旭川18班）
入井　　隆（北星20班）
佐々木　努（　東　16班）
白川部ツヤ子（永山53班）

13名◇敬称略・順不同◇　

所長

(年１回以上の就業があり、80歳以上で継続して５年以上の会員）

永年継続就業会員表彰受賞者

　平成27年度の定時総会の緊張の高まる中、昭和55
年設立された高齢者の生きがいを目的に、意欲ある高
齢者の労働力を結集し社会に貢献するという高い理念
のもと事業を推進され、着々と伝統を築き上げられ
てきた、「私たちの心の糧」たる当シルバー人材セン
ターからの表彰という、 この上ない栄誉を賜り受賞
者一同身に余る光栄に高まる感動と共に心から感謝御
礼を申し上げる次第であります。
　今後も精神の宝として心に刻み、自信とし精進し
て参る決意であります。これ等、全て自主・自立・共働・共助の指針に沿っての理事長様はじめ関係職員の
方々のご指導ご配慮と、又、当シルバー人材センター会員たる先輩後輩の皆様方のご支援お力添えのおかげ
であることを肝に銘じ、併せて心から深く御礼申し上げます。
　最後になりましたが、旭川シルバー人材センターの益々の発展と会員の皆様のご家族を含め、さらなるご
健勝をご祈念申し上げ、感謝と御礼の言葉とさせていただきます。

受賞者代表謝辞

春光地区26班

松 本 謹 二　様
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平成27年度の親睦会は、トーヨーホテル３階翡翠の間におい
て120名を超える参加者を得て、盛大に開催されました。市
内10の地区が一堂に会し、お酒や食べ物を楽しみながら、
互いの話題に花が咲き、加えてカラオケ、お楽しみ抽選会な
ど、大いに盛り上がり楽しいひとときを過ごしました。中島新理事長の挨拶

　平成８年､私が旭川大学情報ビジネス専門学校長の折り、初代赤塚理事長から是非
シルバー人材センターに力を貸して欲しいといわれて以来、今日まで約２０年にわた
り、役員並びに会員皆様の心温まるご支援ご協力を賜り、無事勤務させていただきま
したことを深く感謝申し上げます。
　会員数の確保並びに受注量の増加を目指し、会員皆様の一方ならぬお力添えをいた

だき、今日を迎えることが出来ました。本当にありがとうございました。
　シルバ人材センターが､市民のために更なる発展を自覚し、会員一同心を一つにして明るい職場を構築で
きますようお願い申し上げます。
　今日まで、役員並びに会員皆様に大変お世話様に預かり心からお礼を申し上げ、シルバー人材センターの
益々のご隆盛ご発展を祈念申し上げます。

　｢更なる発展を自覚して」
旭川市シルバー人材センター前理事長　関　根　久　雄

石川理事の乾杯
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総会において、平成27年度の安全標語入選者の表彰が行われました。
今年度の入賞標語は次の通り。
○　最優秀賞　「過信して　行う作業は　要注意」 谷口　義信様
○　優 秀 賞  「安全は　基本動作の　繰り返し」 竹本　隆雄様
○　佳　　作  「よく見てよ　危険はいつも　傍にある」 石川　光男様
○　佳　　作  「これくらい　こころのすきまに　怪我の芽が」 松本　良夫様

　私たち会員は、働くことを通じて社会参加と生きがい作り、地域社会へ
の貢献に取り組んでおります。
　自主・自立・共働・共助の精神のもと、事業の発展を願うと共に、「安
全は全てに優先する」を合い言葉に就業に取り組んでまいりました。
　しかし、ちょっとした不注意や安全配慮に欠けた事故が発生しています。

平成27年度最優秀賞を受賞した安全就業標語
『過信して　行う作業は　要注意』

を旗印に、今後とも安全対策に取り組み着実な成果を上げることをここに宣言します。

平成27年５月26日
　公益社団法人　旭川シルバー人材センター

　事務局は､発注者から会員に適した仕事を請負･委任の形式で引き受けます。その後、事務局から会員
に提供し、その会員が就業するという手順になっていますが、会員が発注者から直接受注した場合、

①万が一、事故で相手に損害を与えたり自分自身が怪我をした場合でも、シルバー人材センターで
受託した仕事でないことから保険の適用とならない。　

②相手から、会員の行った仕事に関連した苦情がセンターに寄せられた場合でも、センターとして
責任がとれない。

ということになります。
　また、事後報告という形で会員から事務局に「就業報告書」が提出されてくる場合も、上記と同様の
扱いとなるので注意してください。
　ですから、会員が直接、就業依頼を受けた場合には、必ず発注者からシルバー人材センターへ連絡し
てもらうようにすることが大切です。

直接仕事を引き受けることは､厳に慎んでください！

直接仕事は引き受けない 会員が、発注者から直接受注し、仕事が終わった後、
発注者からその場で報酬を受け取るケースです。
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各地区の研修会ボランティア活動

地　区 日　　程  研　　修　　内　　容
中　央 9月中旬　　　 除雪作業に伴う事故防止について〈中央公民館〉
東　光 11月15日（日） ｢警察を定年退職して思う事｣〈東光公民館〉

東 　6月14日（日） マイナンバーについて〈豊岡地区センター〉
新旭川 未定 未定
北　星 10月17日（土） 未定〈北星地区センター〉
春　光 8月10日前後　 護国神社献燈張り
末　広 10月20日（火） 特殊詐欺防止を学ぶ・交通安全講話：

　　　　　　　　　旭川中央警察署生活安全課〈末広地区センター〉
神　楽 未定 未定
神　居 　7月29日（木） 手軽に楽しめる「カーリンコン」

人材センター会員同士の意見交換〈忠和地区センター〉
永　山 11月20日（木） 出前健康講座・会員とセンターの交流と対話

地区の仕事の把握と拡大について〈永山住民センター〉

各地区研修会実施予定（結果）表

地　区 日　程 ボランティア内容
中　央 　6月　6日(土) 買物公園街頭PR

（チラシ配り）
フィール旭川前13:00～

春　光 　8月10日(月) 護国神社献燈張9:30～
末　広 　8月　4日(火)

　　【予定】
末広地区センター周りの除
草、植樹の剪定作業（刈払
機使用）10:00～

神　居 11月14日(金) 交通安全旗波運動（旭川日
産神居本社前:神居４の１）

全地区 　9月25日(金) 交通安全旗波運動　　
（護国神社前交差点）

＝各地区ボランティア活動予定（結果）表＝

　今年度もボランティア活動の一環として『秋
の交通安全市民総ぐるみ運動』に協力し、「交
通安全旗波運動」を、旭川中央警察署並びに旭
川市（防犯安全部交通防犯課）のご協力をいた
だいて実施することになりました。是非、多く
の会員の参加をお願いいたします。

実施期日　平成27年9月25日（木）
集合時間　午前10時30分　小雨決行
実施時間　午前11時～12時終了
実施場所　護国神社前交差点
                  （旭川市花咲町1丁目）
　※参加者全員に粗品進呈します。
　＝＝＝＝参加申し込み＝＝＝＝
　電話かファックスで
　氏名・電話・会員番号を明記
　９月１６日（水）まで
　直接事務所へお申し込みください。
                    （期待数200名）                                                

６月14日
東地区研修会

６月6日
中央地区
ボランティア

ありがとうございました
６月19日　美瑛のM様より

　文化会館前で遺族年金の書類を落と
してしまいました。シルバーの会員の
方が警察に届けてくださって、とても
感謝しております。ありがとうござい
ました。（事務局に電話がありました）
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庭木の冬囲いの講習会（実技と安全）
日時　平成27年10月16日（金）
　　　午前９時～午後３時
　　　悪天候の時は19日（月）に順延予定です。
場所　徳厳寺 境内（東旭川南１条５丁目８-12）

平成27年度

────── ＜ 申 込 方 法 ＞ ──────

除雪の安全講習会
日時　平成27年11月16日（月）･17日（火） 午前10時～
場所　センター２階　会議室

剪定･機械刈除草･冬囲い外しの安全講習
日時　平成28年３月７日（月）･８日（火） 午前10時～
場所　センター２階　会議室

▽締切は研修開始日の１週間前です。
▽受講を希望する方は、文書（ハガキかファックス）
　または電話でお申込ください。
　①講習会名（希望日）　②氏名
　③会員番号　④電話番号（連絡先）
▽申込先　旭川市シルバー人材センター
　　　　　　電話　５１－１６００＜9:00～17:00＞
　　　　　　　　　　　～土･日･祝日は休み～
　　　　　　FAX　５５－２５７３＜24時間受付＞

　平成26年度、全国シルバ人材センターの重篤事
故件数は42件です。就業中27件、就業途上15件、
内死亡者は就業中15件、就業途上11件でした。
　就業中の事故の52％が、植木剪定、樹木伐採等
における｢墜落･転落」で、11件と突出、不注意･油
断などが主な原因と思われます。次いで、｢交通事
故」が５件、車の運転においては交通ルールを守
り、道路･駐車場での作業はカラーコーン・柵等で
作業場所を確保し､安全就業できるよう心がけるこ
とが必要です。また、事故防止のためにできるだけ
複数会員による就業が望まれます。
　 就 業 途 上 の 事 故 の
66％が自転車･バイク
の二輪車で、事故の６
割を越えています。本
人に過失責任があると
言えない事故もあり、
周りに十二分の注意を
払っていただきたいと
思います。

安全就業の推進

重篤事故（全国）

新しく就任された理事さんの紹介

　平成27年度の定時総会に於いて３名の理事さん
が就任されました。なお関根久雄理事長をはじめ４
名の理事さんが退任されました。

よろしくお願いします

柴 山 芳 正

　この度は旭川市シルバー人材センターの理事にご指名いただき、我が身を省みずお引き受けしてしまいま
したが、果たして役目を果たしていけるのか不安な毎日です。何卒よろしくお願い申し上げます。
　シルバーの会員になって13年くらいになりますが、最初の仕事は児童公園のペンキ塗り、枯れ木の除去
など先輩の弟子になった気分で働きました。その後２年間SP事業の技術講習会の担当となり訪問介護員養
成研修とか剪定講習、パソコン講習など講師との打合わせや受講者の受付などで思い出に残る仕事をしたこ
ともあります。長くお手伝いできたのは「シルバー旭川」の編集作業で、シルバーの仕組みや情勢を知るこ
とができたことです。
　神居地区の地区長として７年間？何の成果も残せませんでしたが、今後は理事として会員の皆さんへ貢献
できるようがんばりたいと思っています。 　

柴山理事 片山理事 岡部理事
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　センター前の駐車スペースは僅かしかありま
せん。会議や講習会で来られた場合は、当セン
ター発行の「許可証」を提示していただけれ
ば，護国神社様の駐車場の一角を貸していただ
けることになっています。「許可証」の発行に
ついては事務局に申し出て下さい。
(退会時には会員証と共に返還)

　くれぐれも向かいのローソンさん
及び路上には駐車しないようにお願
いします。

★　センター前の駐車場について　★
　本年度７月号を会員の皆様にお届け致します。今
月号は、旭川シルバー人材センターの１年間の活動
を決める定時総会や会員の皆様が集う親睦会の様子
を掲載致しました。加えて、安全就業・その他就業
に関わりまして、改めてご留意願いたいと考えて
おります。さらに、今回の総会において中島新理事
長をはじめ３名の新理事が指名されました。事務局
共々、よろしくお願い致します。

【  編　集　委　員 】
  柴山 芳正(編集委員)　岡部　 正(編集委員)
  木林 啓爾(担当理事)　栗谷川 武(事 務 局）

編 集 後 記

就業相談日のご案内

「就業に関する相談日」
を開設しています。就業
に関する相談のある方は
お 気 軽 に お 申 し 込 み の
上、お越し下さい。

時間等の調整のため
事前のお電話（51-1600）を必ずお願いします。

◎　日　時 毎月の第３の木曜日
 10：00 ～ 14：00
◎　場　所 センター事務局

平成27年度　事務局体制と業務担当

理 事 長 中島　哲夫 副理事長 木林　啓爾
事務局長 栗谷川　武 総務、業務全般
統括部長 佐々木敏文 業務全般（局長補佐）

【総務課】
総務課長 窪田　理江 経理、総務

係 橋詰　幸子 経理、総務補助

【業務課】

係　　長 沼田　治美 公共受託事業
技能、筆耕

チーフ
コーディネーター 太田早和子 女性会員関係

コンピュータ管理
係 笠間　邦子 軽作業


