画
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２事業実施計画

ターの安定した運営を確保する
ことが喫緊の課題であり︑ 平成
年度に見直した﹁第４次中期
計画﹂の目標値の実現に向け︑
就業開拓を通じて事業収益の拡
大に努め︑これまで以上の諸経
費の節約︑人件費の削減に極力
努め︑健全経営を目指してまい
ります︒
組織の充実強化
総会をはじめボランティア活
動など︑センターでの行事は会
員の積極的な参画が重要であ
り︑充実強化を図ります︒
また︑本所と支所の効率的な
組織体制の見直しに取り組むこ
とで︑事務事業や組織の規模に
見合った適正な人員配置を行う
等︑コンパクトで効率的に機能
する組織体制を目指してまいり
ます︒
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平成 年度
事 業 計

ター連合会と連携した広報活動
を推進し︑事業の普及・拡充︑
会員の増大に努めます︒
研修の充実
技術・技能を必要とする樹木
剪定や草刈り︑襖張替えなどの
職種について︑技術の向上を図
るとともに︑技能後継者不足に
対応するため︑技能取得講習会
を開催し︑会員の育成を図って
まいります︒
また︑会員拡大のため︑就業
に必要な技能を付与するため講
習会を開催し︑新規入会者を募
ります︒
高齢者活用・現役世代雇用サ
ポート事業の継続
昨年度から実施している高齢
者活用・現役世代雇用サポート
事業の取り組みを強化し︑新規
企業はもとより過去に受注の
あった企業等の訪問活動を計画
的に実施して就業開拓
を行い︑就業機会の確
保を図るとともに︑開
拓した就業に係る会員
の拡大に繋げます︒
有料職業紹介の継続
臨時的かつ短期的な
雇用による就業又はそ
の他軽易な業務に係る
就業を求める企業等
に︑拠点センターの会
員及び地域の一般高齢
者に就業を斡旋し︑高
齢者に多様な働き方を
提供します︒
財政の健全化
シルバー人材セン

（単位：千円）

１基本方 針

65

会員数の増強と就業率の向上
定年退職された方や 歳を超
えても働く意欲のある団塊世
代︑女性の方を新規会員として
取り込み会員の拡大を推進する
ともに退会会員の減少に努めて
まいります︒
また︑多業種にわたる就業開
拓に努力し︑未就業者の就業機
会を確保し︑就業率の向上を目
指します︒
受注の拡大
受注割合の少ない公共事業の
新規掘り起こしを図るなど︑就
業開拓を図ってまいります︒
さらに︑人手不足分野や育児
支援等の現役世代を支える分野
の就業機会の拡大に努めるとと
もに︑介護保険法の改正によ
り︑今後需要が見込まれる高齢
者向け生活支援サービス分野の
新規事業について創出するよう
努めてまいります︒
安全・適正就業の徹底
傷害事故や損害賠償事故を防
止するため﹁安全就業基準﹂の
遵守徹底など組織をあげて取り
組み︑会員の意識の高揚を図っ
てまいります︒
一方︑適正就業については︑
ワークシェアリングを推進し︑
就業機会の公平化・適正化を図
ります︒
普及啓発の推進
シルバー事業の目的や仕組み
をはじめ︑活動を広くＰＲする
ため︑富山県シルバー人材セン

科
目
事 業 費
管 理 費
経常費用計

予算額 前年度予算額 増 減
11,801
1,123,644 1,111,843
616
23,086
23,702
12,417
1,147,346 1,134,929

1.人件費

＜支出の部＞

28

我が国においては︑少子高齢化
の進展に伴い︑将来に必要な労働
力人口の減少が懸念されており︑
働く意欲のある高年齢者が︑長年
培ってきた知識や経験を活かし︑
年齢にかかわりなく活躍し続ける
ことができる﹁生涯現役社会﹂を
実現することがますます重要と
なっております︒その受け皿とし
てのシルバー人材センターの役割
は︑ますます重要となっておりま
すが︑当センターの会員数は︑近
年減少傾向になかなか歯止めがか
からない状況が続いており︑当セ
ンターが高年齢者の受け皿として
の機能を果たすためには︑まずは
働いていただける会員の確保拡大
と︑高年齢者の多様な就業ニーズ
を踏まえた就業機会の確保が喫緊
の課題となっております︒
このため︑入会率の低い女性︑
定年退職後の高年齢者の会員拡大
を図るとともに︑従来からの職域
にとどまらず︑人手不足分野や育
児支援等の現役世代を支える分野
における就業機会の拡大に積極的
に取り組み︑当センターの機能強
化に努めてまいります︒また﹁第
４次中期計画﹂の目標の実現に向
け︑より一層財政の健全化と組織
の再編成に取り組んでまいりま
す︒

平成28年度収支予算［抜粋］

（単位：千円）
＜収入の部＞
予算額 前年度予算額 増 減
科
目
受託事業収益
12,051
1,059,870 1,047,819
労働者派遣事業等受託収益
552
6,000
6,552
職業紹介事業受託収益
706
913
207
受取会費
20
4,635
4,615
受取補助金等
608
74,225
74,833
受取寄付金
0
1,000
1,000
基本財産運用益
20
20
40
特定資産運用益
11
11
22
雑収入
99
306
207
経常収益計
12,417
1,147,346 1,134,929
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☎ 電話番号登録 の
のお願い

最近、特殊詐欺（おれおれ）の用
心からかセンターからの電話に出ら
れない会員が多く見受けられます。
急ぎの仕事の場合、電話に出られ
ないと他の会員に紹介することにな
ります。
一度も電話がないと言われる方
がおられますが、せっかくの仕事
案内も自ら逃しています。
会員の方は本所・支所の電話番
号を携帯等に登録して、積極的に
対応するよう心掛けてください。

No.122

マイナンバーの問い合わせにご注意を

富山市シルバー人材センター事務局から

マイナンバーを確認することはありません。
■シルバー派遣により就業されている方については、給与所
得の源泉徴収票などにマイナンバー（本人・扶養家族）の記
載が必要なため、（公社）富山県シルバー人材センター連合
会が該当者に照会します。
■配分金の振込先について変更があった時、また住所や電話番
号を変更された場合は、すみやかに事務局・総務係までお知
らせ下さい。（配分金の振込先が間違っている場合、事務局
より確認の電話をさせていただくことがあります。）

平成

寄 付 金 企 業

27

年度特定公益増進法人

㈱ アイビックス富山支店

この度は多額のご寄附を戴き誠に
ありがとうございました︒

総会は
６月９日㈭予定です︒

て︑対話形式で行われ︑愉快で分
かり易く理解できたと大好評でし
た︒
続いて事務局から事業概況につ
いて説明がありました︒受託契約
金額は順調に推移していますが︑
再雇用制度と月 日就業の制限も
原因となり会員数が増えないのが
課題となっています︒
今後は︑要支援の高齢者を対象
にして請負可能な仕事の拡大を図
るとともに︑女性会員拡大のため
の勧誘を強化していきたいと考え
ております︒
10

岩瀬カナル会館

！！

大久保ふれあいセンター
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富西保健福祉センター

地区会員研修会の報告

富山県総合福祉会館

健康講座

24

ピンピンコロリ・ネンネンコロリが大好評

恒例の地区会員研修会が︑２月
日と 日に大久保ふれあいセン
ター︑岩瀬カナル会館︑県総合福
祉会館︑西保健福祉センターの４
会場で３７６名の会員が参加して
開催されました︒
先ず︑中田理事長の挨拶の後︑
上市町シルバー人材センター会員
で健康生きがいづくりアドバイ
ザーの森井勇氏による健康講座
﹁ピンピンコロリにしますか！ネ
ンネンコロリにしますか！﹂が実
施されました︒会員の皆様の共通
課題でもある健康問題等につい
22

貞明

委 員 長 語 る
委員長 安井

27

テーマ﹁

課 題 と 抱 負 ﹂

信夫

会員の皆様のご協力をお願いす
るものであります︒

事業推進委員会
委員長 柴谷

21

案しての対応が必要と思われます︒
平成 年度は︑これまでに定め
られた案件については︑実施状況
を見守り臨機応変に対応し︑これ
から新たに付議される案件は︑地
道に慎重に協議してまいります︒

安全・適正就業委員会
俊明

昨年メンバーが一新して︑ゼロ
からの出発となりました︒
前期まで諸先輩方が︑培って来ら
れた実績を大切に継承し拡大して
行けるように︑全員で意見を出し
合いながら︑切磋琢磨してきまし
た︒
一番に取り組んできた事は︑
年々減少している会員数の確保で
す︒私が入会した平成 年は約２
３９０人でしたが 年度は２０８
０人余りで︑６年間で３１０人の
会員減となっています︒今のまま
だと２０００人を割るのではと危
惧しています︒減少の歯止め対策
が求められています︒
その一環として一昨年に続き昨
年も︑十月の事業普及促進月間に
併せて︑９地域 町内に延べ人数
人で︑３８５０枚のビラを配布
しました︒こうしたポスティング
活動にしても︑早急に効果の現れ
るものではありません︒
それより人が多く集まるイベン
ト会場などで︑会員の方々が友人
や知人に︑シルバー活動を粘り強
くＰＲしていくことが大切なこと
だと思っています︒
このような大きな問題は︑事業

哲夫

推進委員会だけでは力不足です︒
全会員一丸となって一人でも多く
の仲間を増やしていけるよう︑ご
協力をお願いします︒

広報委員会

委員長 牧野

広報とは︑﹁シルバー人材セン
ターと会員との間のコミュニケー
ションである﹂と思います︒
広報誌を媒体にして︑相互理
解︑相互容認協力の達成に寄与す
ことが重要であります︒
総会︑予算︑各種講習会︑イベ
ント︑会員の声︑互助会の活動な
どの内容を会員へ告知し︑共有を
図ることだと思います︒
今回から︑内容面で会員の方々
が︑興味を感じて読んでもらえる
ような誌面になるように︑努力し
ていきたいと思っています︒
１２１号からシリーズとして︑
北陸新線開通もあり﹁見どころ探
訪﹂と︑社会問題となって増加の
一途をたどっている﹁認知症問
題﹂を掲載しました︒少しでも参
考になるようにお伝えしていきた
いと考えています︒
今回から表紙をガラリと変えて
みました︒私たち広報委員会ス
タッフ一同は﹁シルバーとやま﹂
をより楽しい誌面になるように︑
一層努力してまいります︒

−4−

委員長 河口

平成 年６月より新たに安全・
適正就業委員会が発足し︑事故の
撲滅を目指して︑安全パトロール
を強化する等の対策を講じてまい
りましたが残念ながら傷害・物損
事故が 件発生しています︒これ
は前年同月比約２倍と委員会の思
惑とは大きくかけ離れ残念な結果
となっています︒
また︑事故の発生要因を分析し
てみますと︑刈払機による飛石事
故が 件︑熱中症２件︑夏季作業
中の転倒事故３件及びハチ・茶毒
蛾による傷害が３件あり︑これだ
けで全体の８割を占めています︒
これらの事故は︑始業前のミー
テイングで作業環境の把握︑健康
管理を徹底することで防止するこ
とが可能であると考えます︒
今年はあらゆる機会を利用し︑
会員の皆様と対話し︑このことを
お願いし︑事故ゼロとまでは無理
にしても︑せめて半減するよう委
員の皆様と手を携えて頑張ってい
きたいとおもいます︒

27

総務委員会

26

委員会が発足して１年近くにな
ります︒その間に︑審議された主
なる案件は次の通り︒
︻マイナンバーの実施︼
本年１月１日からの施行に伴
い︑センターの﹁個人情報事務取
扱 規 程 ﹂が 定 め ら れ ま し た ︒ 会 員
の マ イ ナ ン バ ー に つ い て は ︑セ ン
ターでは︑ほぼ︑取り扱いはされま
せん︒
︻剰余金の取り扱い︼
平成 年度決算で剰余金が生じ
たので︑運転資金の増強のため
﹁特定費用準備資金等取扱規程﹂
が定められました︒
︻中期計画と平成 年度の見込︼
中期計画目標値と比べると︑会
員数は１００人強の減︑受託件数
は１１８３件の減︑契約金額は大
口の契約があり︑１６００万円の
増が見込まれます︒
︻これからの事務改善︼
仕事の依頼者から︑利用料金を
店舗数が多く︑時間に縛られないコ
ンビニで支払いたいとの要望が多く
なっています︒センターとしても
①利用料回収業務の効率化
②窓口での利用料回収業務の減
③収納率の向上︑未収金回収の短期
化などが図られるなどの利点もあ
りますが︑委託料が発生し経費が固
定化するので︑今後の決算状況を勘

27

14

28

27

26

12
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シリーズ

64

館長は５代目に当たるそうです︒
館内に一歩入ると︑数体の﹁円
空仏﹂が出迎えてくれます︒円空の

［抗酸化作用が期待できる食材］
◉サバ、イワシ、サンマなどの青魚（悪玉コレス
テロールを減らし血栓を溶かす）
◉ほうれん草、アーモンド、玄米、コーン油、オ
リーブオイル、春菊（老化の原因を防ぐまた、
ビタミンＣと摂るのが効果的）
◉ごま（肺機能の働きを助け、コレステロールや
血圧を安定）
◉納豆（血液をサラサラにする作用）

◆ 納豆きつね ◆

24

作り方………………………………………………………………………………
❶あぶらげは開きやすくなるよう、両手にはさんでたたき、二つ
に切って袋状に開く。❷青じその葉６枚はみじんに切る。貝割れ
菜は根元を切り落として５〜６㎜長さに切る。万能ねぎは小口切
りにする。❸梅干しは種をとって果肉を包丁でなめらかにたた
く。市販の梅肉を使ってもよい。❹ボールに納豆と②、③、塩
少々を加えてまぜ合わせる。❺①のあぶらげに④を等分して詰
め、口はようじでぬうようにして止め、押さえて平たくととのえ
る。❻強で予熱したオーブントースターに並べ、きつね色になる
まで10〜15分焼き、青じその葉を敷いた器に盛り、大根おろしを
添え、好みでしょうゆを落として食べる。
（主婦の友から引用）

それぞれの箱のなかで、ふたつ以上の文字を組
み合わせてヒントにある種類の名前を３つつくり
なさい。ただし、同じ文字は２回使用しません。
（目標時間各１分）

ご
や
く
と

◎答えは次回７月号で。

あ
ん
さ
ぶ

う
き
ど
し

広報委員

か
た
け
ご

高見

り
む
そ
ら

淑子
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晴穂

た
が
あ
ら

川田

も
ち
な
お

広報委員

う
い
む
さ

②ヒント／くだもの

飛騨街道は重要な交通路で︑神通
川右岸の東街道には︑加賀藩の
﹁東猪谷関所﹂︑左岸の西街道に
は︑富山藩の﹁西猪谷関所﹂が置
かれ︑通行人の監視や︑越中側か
ら運ばれてくる米︑魚︑塩︑薬︑
飛騨から入る木材などに口役銭
︵税金︶を課して︑藩の財政に貢
献していました︒
猪谷関所館は︑こうした関所の
資 料 を 約 ２ 千 点 ︑ 市 の 文 化 財 とし
て保管しているそうです︒その膨
大な資料を︑館長がいろんな観点
から読み解き︑新しい発見を見せ
てくれています︒これがこの関所
館の大きな特徴といえます︒

脳トレにチャレンジ！！

①ヒント／都道府県名

正面入り口の冠木門 ［問い合わせ先］
TEL：076ー484ー1007

神 仏 像 は 猪 谷 地 域 ︵ 旧 細 入 村 ︶で
体見つかっているそうです︒
順に見ていくと︑関所の業務
や︑どんな人達がどんな目的でど
のくらい関所を通ったのか︑など
を分かり易く解説しています︒
館内を４カ所に分け︑先ず﹁四季
を映す神通峡﹂では飛騨街道を立体
模型で現し︑次の﹁人・ものが行き
交う西猪谷関所﹂では︑運ばれたブ
リの本数など︑関所のいろんな面
を解き明かしています︒
そして﹁川を渡る籠渡し﹂では断
崖を渡っていた籠が実物大で置い
てあって︑大人も乗れます︒
さらに﹁荷馬車から鉄道へ・猪谷
駅﹂には︑神岡・猪谷間の輸送手段の
変遷が紹介してあります︒
古くから越中国と飛騨国を結ぶ

◉納豆２パック、あぶらげ４枚（または
いなりずし用８枚）、梅干し大１個
貝割れ菜１パック、万能ねぎ４本
青じその葉６枚
◉塩、大根おろし／各適宜
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見どころ探 訪

今回の﹁見どころ﹂は︑猪谷関
所館です︒国道 号を猪谷の信号
で右折して猪谷駅へ向かうと︑駅
前の左側の路地の奥に︑お目当て
の関所館の大きな冠木門︵かぶき
もん︶が見えます︒
富山県内の関所と言えば︑新潟
県境の朝日町にある﹁境関所﹂
と︑ここ岐阜県境の﹁西猪谷関
所﹂でしょう︒何れも関所そのも
のは現存しませんが︑近くに歴史
資料館として︑境には﹃関の館﹄︑
猪谷には昭和 年に開館した﹃猪
谷関所館﹄があります︒今の加藤

認知症には
ならない

「認知症患者は2025年に700万人
を突破。65才以上の５人に１人」
今回は、認知症予防に効果的な
食事の習慣について取り上げてみ
ました。
それには塩分と動物性脂肪を控
えたバランスのとれた食事を心が
け食べ過ぎず腹八分にしましょう。
また、米や麺類などの炭水化物か
ら食べると血糖値が高くなるた
め、野菜などから先に食べましょ !?
う。抗酸化作用のある成分が豊富な
食べ物を摂るのがおすすめです。
そして、アルコールの飲み過ぎやタバコは脳の
萎縮を進めます。ほどほどに！！

材料（４人前）…………………………………
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だきました︒今は︑ホームセン
ターで駐車場の清掃︑季節の花に
水やりなどをしています︒仕事も
少しずつ慣れて︑来店されるお客
様とも会話ができて︑ほどほどに
接客の楽しみが出ています︒
休憩時間には︑社員やシルバー
会員同士で世間話のひと時に笑
い︑話に盛り上がっています︒私
にとっては︑無理のない短時間の
仕事で︑疲れも明日に残らなくて
楽しく日々励んでおります︒

美津子

ボランティアに参加して
永原

私と大正琴の出会いは︑どんな
楽器かも知らず︑知人に誘われて
行った教室でした︒両手で琴をつ
ま弾き︑目で楽譜を見ながら演奏
をするのですが︑その綺麗な音色
に感動して︑私も頑張ろ
うと思いました︒あれか
ら十年余りになります︒
発表会の演奏では︑皆
が一体となり緊張感と達
成感を感じる事ができま
す︒
懇親会で︑自分達の成
果を披露し︑一緒に食事をするの
も楽しみです︒
ボランティアをしたいと思った
のは︑シルバー人材センターの会

城と私

隆

先日︑貴方の趣味はと聞かれ返
答に﹁えぇ〜と﹂と考え︑即答出
来ぬ私でしたが︑一つだけ例を挙
げれば妻との旅行です︒旅行もい
ろいろあり︑海外︑国内︑温泉︑
名所旧跡などその他に沢山ありま
す︒
私の一番は︑旅行先での城巡り
です︒興味を持ったきっかけは︑
大河ドラマ﹁国盗り物語﹂︵司馬遼
太郎︶を見て︑城の面白さが少し
ずつ分かってから︑見方が変わり

古川

報を見てからです︒それでシル
バーに入会し︑ボランティアの
方々と共に参加させて頂いていま
す︒
保育所では大正琴で童謡を弾
き︑子供達の元気な歌声が聞こ
え︑私達も元気づけられます︒
施設ではお年寄りの皆さんが良
く知っている唱歌や︑高校三年
生︑お富さん︑炭坑節では︑手拍
子で盛り上がり︑皆さんの表情も
明るくなり︑﹁また︑お願いしま
す﹂の言葉でまた頑張ろうという
気持ちになります︒
これからも皆さんに喜んで頂け
るよう大正琴を続けていきたいと
思います︒

◉このコーナーでは︑皆さんからの寄稿をお待ちしております︒

外二

私が以前勤めていた会社にシル
バー人材センターの方が仕事で
入っておりました︒
その方が︑社員と並行して丁寧
に仕事をこなしている姿を見て︑
私も定年退職後はこのような形で
仕事を続けていきたいと考えてい
ました︒社員より出勤日数を少な
く︑勤務時間も短くして無理なく
体の疲れも残らなくて︑年金収入
と合わせてちょうど良い作業と
思っていました︒
でも︑その会社にシルバー会員
としては入れませんでしたが︑昨
年の５月に登録して︑色々な業種
の仕事を紹介してもらっていま
す︒最初は︑今まで経験をしたこ
とのない仕事を覚えられるか︑自
分にできるかどうか不安でいっぱ
いでした︒
でも案ずるより・・・のことわ
ざのように︑シル
バーの年齢に相応し
い仕事内容です︒会
員になった頃は︑ブ
ドウの季節までの数
か月間働かせていた

河畠

シルバー人材センターに入会して

ながら︑出来る事を一歩一歩進ん
でいこうと思った一時でした︒

会員のひろば
大上

日々の幸せを感じて

95

２０１６年が始まり︑はや数ヶ
月が過ぎ去ろうとしています︒長
い間待ち望んでいた内孫が誕生
し︑あわただしくあっという間 ！
日々大きくなる泣き声が我が家に
響くようになり︑家
族皆笑顔が増え︑命
の尊さを感じていま
す︒
認知症の 歳の義
母も毎日食べる事に
集中し︑その姿を見て︑この人の
おかげで随分といろんな事を教え
てもらい︑今日の私があるのだと
痛感しています︒
そして︑姑のすべてが受け入れ
られるよう︑心を込めて笑顔で接
していきたいと思っています︒
また︑シルバー会員に加入し仕
事をいただき︑年齢に関係なく多
くの方々との出逢いの中︑生きて
いく上での喜びも知恵も︑たくさ
ん教えてもらい︑生涯勉強と思い
知らされています︒
４世代同居の生活の中で︑今の
自分の立場を考えながら︑両腕の
中でまどろんでいる孫を見なが
ら︑どんな一生を送るのか思い描
き︑平凡に生活できる幸せを感じ
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和子

ました︒ただ見るだけが︑城には
平山城︵姫路城・彦根城等︶平城
︵ 松 本 城 ・ 上 田 城 等︶ 山 城 ︵ 岐 阜
の岩村城・岡山の備中松山城︶水城
︵高松城・今治城等︶のあること
が分かりました︒すると︑城郭の
曲輪を知り︑堀や石塁︵野面積・
切込ハギ打込ハギ︶を含め︑城全
体が分かって来ると面白みが楽し
みに変化していきました︒ますま
す深く知りたくて全国の城を見に
出かけるようになり︑廃城となっ
て城跡だけが残った幻の城︵竹田
城︶などは︑自分自身で想像する
楽しみがあり︑今度はどの城を見
に行こうかと心が弾みます︒
元気なうちに一ヶ所でも多く見
て︑戦国時
代にタイム
スリップを
してみたい
と思うこの
ごろです︒

一歩外に出る
前坂

今治城

先日は︑地区会員研修会に行っ
てきました︒
先ずは︑家に引きこもらない
で︑一歩外に出てみる︒高齢者は

孤独に陥ることな
く語り合える場を
作って楽しみた
い︒これが元気の
源だと思っていま
す︒秋の一泊研修
旅行や今年の２月
のアローザ温泉と
楽しい事がたくさ
んありました︒
仕事も若い人達に引っ張っても
らって︑楽しく仕事が出来ます︒
私は雪囲いや剪定のグループに入
れてもらっています︒時々仕事︑
時々休みと︑体と相談して働きま
す︒行く先々で今年も会えたと喜
んでもらえることもあります︒何
とうれしい事か︒もう年だからや
めようとも思っていますが︑でも
さそいがあれば嬉しく又行ってし
まいます︒人との出会いは勿論の
こと︑天気が良ければ仕事もはか
どります︒
皆さんも研修会や研修旅行にも
参加しましょう︒知らなかった人
ともお話も出来るようにもなる
し︑友達気分でわいわい騒いで話
も弾みました︒もっと早くから旅
行や会合にも行くべきと思いまし
た︒
規則正しい生
活を無理のない
ように仲間と交
流を深めなが
ら︑仕事に励み
たいと思ってお
ります︒

26

58

広

瀬

清

和

の宿にある大パノラマの温泉につ
かり︑日頃の疲れがとれたよう
で︑皆さんリラックスされていま
した︒大親睦会では︑わいわいが
やがやととても楽しそうであり︑
中には一年ぶりにあった会員さん
もおられ︑会話が弾み︑ほほえま
しい光景でした︒山村に住む会員
さんには︑たくさんの海鮮料理が
良かったと言ってもらい︑幹事と
してうれしく思いました︒カラオ
ケでもたいへん盛りあがり︑楽し
いひと時を過ごしました︒

互助会 日帰り親睦会

２月 日参
加 会 員
名
の︑日帰り親
睦会で南砺市
のアローザ温
泉に行ってき
ました︒温泉
に行く途中に
寄った﹁南砺市福光美術館﹂︵昨
年９月に増築︶では︑福光に疎開
していた世界的な版画家・棟方志
功や華麗な花鳥画で知られる福光
出身の日本画家・石崎光瑤の作品
が常設展示されていました︒大浦
副館長︑学芸員三名の説明には︑
会員の皆さんが満足そうでした︒
棟方志功の版画は有名ですが︑油
絵作品の魚津沖から描いた﹁立山
連峰を望む海岸風景﹂︑上市大岩山
しょう はく ず
日石寺麿崖仏を描いた﹁松柏図﹂
そして書﹁無事﹂などの作品も見
る価値があると思いました︒
じゃっこう
また︑石崎光瑤作品の﹁寂光﹂
２メートル センチ二曲一隻屏風
などは豪華な雰囲気がありまし
た︒
そして親睦会の会場である﹁ア
ローザ温泉野草の宿来夢﹂へ︒こ
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今後の予定

元気おとどけ隊

No.122
〒930−0858

公益社団法人

広報委員会

TEL：076−444−5535
FAX：076−444−5521

富山市シルバー人材センター

富山市牛島９番４号

❖

★ケアハウス 城南
︹訪問日︺４月 日
︹内 容︺カラオケ／大正琴
★社会福祉法人 陽光福祉会
くれは 陽光苑
︹訪問日︺５月 日
︹内 容︺手芸／コーラス

平成28年４月号

講 習 会

名

★ビレッジ・フィールド
ふるさとの風
︹訪問日︺５月 日
︹内 容︺体操／大正琴

紀子

シルバー とやま

事務局だより
着付け講習会

❖

日

時 平成 年７月６日㈬
７月 日㈬
分〜午後３時 分

所 本所﹁にこにこルーム﹂

午後１時
場
員

︵パッチワーク︶❖

日㈬

参加費 一 回 １ ︐０ ０ ０ 円
定
締切日 ６ 月

キルト教室

❖

開催日 毎 月 第 ２ ・ 第 ４ 金 曜 日
午後１時〜４時
所 てるてる亭
場

★社会福祉法人 めぐみ福祉会
めぐみ保育園
︹訪問日︺６月 日
︹内 容︺コーラス／手品
★社会福祉法人 青い鳥福祉会
青い鳥保育園
︹訪問日︺６月 日
︹内 容︺おもちゃ作り／手品

会費納入について

杣田

昨年は大村智氏と梶田隆章氏の
ノーベル賞受賞で日本中が大興奮
でした︒
更に新年早々にはアメリカで
レーザーと鏡を使って時空のさざ
波﹁重力波﹂をキャッチした
ニュースです︒ブラックホールの
存在が証明されたのです︒この重
力信号が豊富な情報を含んでいる
ことが明らかになりました︒
空想科学︵ＳＦ︶物語が現実のも
のになるかもしれないと期待に夢
が膨らみます︒
また︑宇宙飛行士油井亀美也さ
んと同期の大西卓哉さんも今年の
６月に﹁ソユーズ﹂で４ヶ月間宇
宙に滞在するそうです︒彼は子供
のころから宇宙飛行士を夢見てい
たが︑チャンスがなくパイロット
をしていました︒でも︑想いを捨
てきれず︑８年前ＪＡＸＡの宇宙
飛行士募集の小さな記事を読んで
応募して難関を突破し︑小さいこ
ろからの夢を実現させたのです︒
次世代を担う若人に︑夢を持っ
て世界へ羽ばたいて欲しいとの願
いを込めて︑鯉のぼりが大空に向
かって力強く泳いでいる様子を表
紙にしました︒
私たち広報スタッフも古い型に
とらわれず枠を取り外したいと考
えています︒
微力ながらスタッフ一同︑アイ
ディアを出し合い皆様に喜んで頂
ける広報誌を目指していきたいと
思います︒

広報委員
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13

17

20

７

新事務局体制
︻本 所︼
事務局長 橋本
敬
事務局長代理 伏黒 清志
総 務 係
係長 森
美恵
主査 江尻 直子
嘱託 髙田 克美
臨時 久重 清江
業 務 係
係長 布村 悦子
主査 森
賢司
主任 篠川 孝子
臨時 水嶋
均／鉢呂美智代
平 美智子／柴田 朋子
大住 正一／阿部 正弘

❖

参加費 月 ２ 回 で １ ︐０ ０ ０ 円
❖

障子・襖・網戸張替

悦実

2,049 人

︻大沢野支所︼
支所長 清水 雅己
臨時 中田 文子／黒田

場

開催日 平 成 年 ５ 月 日 ㈮
午前９時〜午後４時
所 本所作業室

雅己
卓爾

参加費 無 料 締切日 ４月末

20

20

30

27

計

779 人

︻大山支所︼
大沢野支所長兼務 清水
臨時 金田 清美／梅澤

E-mail／toyama-sjc@hitwave.ne.jp
http://www.hitwave.or.jp/toyama-sjc/top/

慎一

28

28

15
28

女

21

平成 年度正会員会費は︑５月
日及び６月 日の配分金支払い
分から天引きします︒
未就業の方など︑会費を天引き
できなかった方につきましては︑
６月中旬以降に振込依頼書を送付
いたします︒
なお︑現金での納入は︑４月か
ら本所もしくは支所でも受付しま
す︒
20

30

20

1,270 人
男

数

員

会

︻八尾支所︼
婦中支所長兼務 松田
主任 根上 由紀
臨時 藤林
進
︻婦中支所︼
支所長 松田 慎一
主査 亀谷 康裕
主任 林
弘美
臨時 池上るみ子

（平成28年3月末現在）
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