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リオ・オリンピック カヌースラロームアジア大陸最終選考会

第 回 定 時 総 会
理事長に谷崎氏︑新体制スタート！
公益社団法人富山市シルバー人
材センターの第 回定時総会は６
月９日︑とやま自游館で︑会員１
８５人が出席して開催されまし
た︒

のコミュニケーションを大事にし
ていくことで︑﹃親しまれ︑信頼
されるセンター﹄となっていくも
のと確信しており︑会員の皆さん
のご協力をお願いしたいとあいさ
つされ︑最後に本日の総会をもっ
て理事長の職を辞任する旨を表明
されました︒

□会員表彰

□新理事長誕生

引き続き︑第３号議案の理事１
名の選任が審議され︑現案通り承
認されました︒
このほか︑平成 年度収支補正
予算や平成 年度事業計画及び予
算について報告されました︒
総会後︑理事会が開催され︑理
事長辞任に伴う理事長の選定が議
案とされ︑理事長に谷崎正氏︵新
任︶が全会一致で承認されまし
た︒
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□理事長あいさつ

当センター事業の発展に尽くさ
れた会員 人に表彰状と記念品が
贈られました︒
来賓の富山市長︵代理︶や田畑
衆議院議員︑富山県シルバー人材
センター連合会会長︵代理︶から
祝辞を受けました︒

□事業報告・収支決算報告
会員の和田昭夫さんを議長に選
任し︑議事に入りました︒
平成 年度の事業報告並びに収
支決算報告では﹁会員数は︑前年
度に比べ 人減の２０４９人︒
契約金額は︑暖冬による除雪作
業の減少により︑前年度比０・１
５％減の 億４１６４万円となり
ました︒
経常収支決算では３か年連続の
黒字となった﹂とシルバー人材セ
ンターの現状が説明された後︑議
案の承認を諮ったところ︑原案通
り承認されました︒
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中田理事長は︑北陸新幹線が開
業して二年目を迎え︑県内各地は
大いににぎわい︑景気も穏やかに

改善しているとはいうものの︑実
感としては景気回復が感じられな
い中にあって︑働く意欲のある高
年齢者が︑長年培ってきた知識や
経験を生かし︑年齢にかかわりな
く活躍し続ける﹁生涯現役社会﹂
を実現することが重要となってお
り︑その受け皿となるシルバー人
材センターの役割はますます大き
くなってきている︒
このような中︑会員数や受注額
の減少は︑県内はもとより全国の
多くのシルバー人材センターが直
面している問題であり︑会員数の
増強︑就業機会の確保︑安全・適
正就業がシルバー事業の喫緊の課
題となっている︒
昨年度から実施している﹁高齢
者活用・現役世代サポート事業﹂
を継続し︑就業機会を開拓し︑そ
の就業に係る新規入会者を募り会
員の拡大に繋げる︒
シルバー事業は︑仕事︑社会参
加活動を通じて﹁人﹂や﹁地域社
会﹂とつながり︑地域の発展に大
きく貢献するものであり︑会員同
士はもとより︑発注者や︑職員と
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新理事長

正

俊充

また︑少子高齢化が急速に進む
中︑﹁生涯現役社会﹂の実現に向
けた取組の中で︑受け皿としての
役割も重要となっております︒
シルバー業務について︑事業の
開拓や会員の増加など︑皆様方か
ら様々なことをご教示いただき︑
微力ではございますが︑役員並び
に職員が一丸となって︑富山市シ
ルバー人材センターの発展に向け
尽力して参る所存でございますの
で︑会員の皆様には﹁安全就業・
健康﹂に充分ご留意いただき︑一
層のご指導とご協力︑ご高配を賜
りますよう︑よろしくお願い申し
上げます︒

岩瀬

石田

定雄

貞子

一夫

草︶

︵屋外施設管理︶

︵屋内軽作業・屋内清掃︶

︵雪吊・雪囲い・草刈︶

小幡

︵除

︵除草・屋内外清掃︶

国男

盛栄

草︶

︵屋内清掃︶

笑子

︵除草・屋内外清掃︶

則義 ︵剪定・雪吊︶

俊充

咲子 ︵除草︶

︵

音順︶

︵屋外清掃・チラシ配布︶

明

︵除

︵毛筆書き︶

藤木

敏幸

坂井

岡本とみ子 ︵屋内清掃︶

理事長／中田

護摩堂トシ子 ︵屋内清掃︶

大森

山本

三川喜美雄

古田

舟崎

︵屋内外清掃・家事援助︶

日吾チイ子

滝本

清水ミノリ

左から 石田、小幡、滝本、日吾、藤木、舟崎、古田、三川、山本の各氏

受賞された皆さん誠におめでとうございます︒
今後ともよろしくお願いいたします︒
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谷崎

前理事長

42

中田

なか歯止めがかからない状況が続
いております︒
しかし︑今日︑高齢者が﹁福祉
の担い手﹂﹁地域社会の担い手﹂
として活躍することが求められて
おり︑皆様の活動は今後より一層
重要となっております︒
皆様には︑﹁自主・自立︑共働・
共助﹂の理念の下︑シルバー事業
の発展にこれまで以上にご協力く
ださるようお願いいたします︒
終 わ り に ︑︵ 公 社 ︶ 富 山 市 シ ル
バー人材センターの今後ますます
のご発展と︑会員の皆様方のご健
勝︑ご活躍を心から祈念しており
ます︒
誠にありがとうございました︒

50

彰
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彰
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このたび︑
第 回通常総
会において理事に選任され︑理事
会において新たに理事長を拝命い
たしました︒
シルバー人材センターは︑高齢
者の方々が︑﹁自主・自立︑共
働・共助﹂の理念のもと︑それぞ
れの知識や経験︑能力を活かしな
がら︑健康で安心して﹁働く﹂こ
とを通じて生きがいと社会参加の
場を提供する拠点としてますます
重要になってきております︒

理事長あいさつ
平成 年
６月９日の
総会をもって︑理事長の職を退任
いたしました︒
５年間にわたり︑皆様の温かい
励ましとご協力をいただき︑職を
務めさせていただいたところであ
り︑厚く感謝申し上げます︒
この間︑高齢者を取り巻く社会
経済状況が大きく変わってまいり
ました︒シルバー事業を取り巻く
環境も大変厳しくなり︑会員数の
減少や契約金額の伸び悩みになか
28
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全国の安全就業については︑平
成 年度の重篤事故は就業中︑就
業途上共に減少しましたが︑１ヵ
月以上６ヵ月未満の入院を要した
事 故︵ 後 遺 障 害 の 事 故 を 含 む ︶の う
ち︑就業途上の事故が平成 年度に
比して増加しており︑依然として憂
慮すべき状態が続いています︒
毎年︑巡回パトロールや安全講
習会などの安全対策を実施してい
るにもかかわらず︑同様の事故が
繰り返し発生していることから︑
次の事項について︑当シルバー人材
センターにおいても︑会員並びに役
職員が確認し合い︑事故撲滅に向け
て取り組むことといたします︒
シルバー事業は︑高齢者が健康
で 安 心 し て﹁ 働 く ﹂こ と を 通 じ て 生
きがいを得るとともに︑地域社会
に貢献していくことを目的として
おり︑このことからも日頃から安
全・適正就業に対する意識の高揚
を維持していくことが肝要です︒
このため︑７月を﹁安全・適正
就業強化月間﹂と定め︑安全・適
正就業について︑役職員︑会員全
てが個人そして組織全体の問題と
して捉え︑事故の撲滅と受注及び
就業形態の適正化を図り︑﹁安全・
安心﹂なシルバー事業をより一層
展開していくことを目的とし︑以
下の事項に取り組みます︒

全国統一スローガン

﹁見逃すな

−4−

ヒヤリで済んだ

５件

△７件

３件

平成28年6月10日現在

２件

△１件

全国の
シルバー人材センターで
取り組む共通事項

10

あの経験﹂

３件

⑤安全就業対策の総点検の実施
⑥安全・適正就業の研修及び点
検
⑦会員からの安全標語の募集︑
シルバー人材センター・施
設・就業現場等への安全標
語︑垂れ幕︑ノボリ等の掲示
などによる会員すべての安全
意識の徹底
⑧会報等への安全意識啓発のた
めの特集記事の掲載
⑨会員に対して安全意識啓発及
び情報の共有化を図るための
資料等の配布など
⑩月間中における﹁安全意識高揚
の日﹂の設定及び安全表彰の実
施

12件

合

増減

①安全・適正就業委員会の開催︑
﹁安全・適正就業対策基本計
画﹂の策定及び事故の要因分
析と具体的な防止策の徹底
② 重篤事故につながる就業の見
直し
③ヒヤリ・ハット体験事例を収
集し︑要因を分析した対策を
講じた事故の防止策の徹底
④ 就業途上における交通事故の
防止

ＫＹ活動の推進
① 危険ポイントの確認
② 指差し呼称による安全確認
③ ヒューマンエラーの防止
など
安全・適正就業委員会の活
動強化
４．安全意識の高揚
シルバーとやまの活用
安全・適正就業強化月間の
活動強化
健康診断の推進
５．適正就業の徹底
自主点検表による就業内容
及び就業実態の点検と見直し
を図る
コンプライアンスの徹底

（△４件）

計

（１件）

９件

（うち飛び石事故）

50

平成 年度 安全・適正就業委員会基本計画

：

△６件

（５件）

損害賠償事故

Ｈ28年度

傷害事故

Ｈ27年度

分

区

：

１．目標の設定
傷害事故並びに損害賠償事
故発生件数を前年度の ％に
削減
２．実施計画
安全パトロールの実施
① 実施期間 ５月〜 月
︵状況に応じて期間延長︶
② 実施回数 本所は毎月
支所は隔月
安全講習会及び研修会の実
施
３．事故発生原因の分析と
事故防止策の検討
飛石による事故の発生原因
と再発防止策の徹底
① 飛散防止ネットの設置
② 飛散防護カバーの取り付け

富山市シルバー人材センター

事故発生件数前年同月対比
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７月は安全・適正就業強化月間

27
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見どころ探 訪

今回の﹁見どころ﹂は︑八尾おわら
資料館です︒八尾町には春の曳山
祭︑秋のおわら風の盆が行われて
います︒資料館は旧八尾町の中心
部に在って︑おわらの歴史的背景
から交流の広がりまでをたどる展
示品の数々が展示してあります︒
資料館の展示品は︑越中八尾お
わら保存会を立ち上げ︑おわらの
今日の隆盛に尽力した川崎順二氏
が︑保存会活動の記録や八尾を訪
れた文人の墨跡などさまざまな資
料を自宅に保存してきた物です︒
資料館は平成十二年に川崎順二
氏の旧居と医院の跡地に建てられ
ました︒

八尾おわら資料館

茂

資料館に入
館すると︑先
ず町屋棟が右
側に見えてき
ます︒格子戸
と 日 本 瓦 葺
き︑漆喰仕上げの美しい町屋のた
たずまいにおわらの歴史を感じさ
せてくれます︒
次に進むと映像展示室があり︑
幻想的で優美なおわらの映像を楽
しむ事が出来ます︒
一階の奥の資料展示室にはおわ
ら中興の祖︑川崎順二氏にまつわ
る資料を中心に常設しています︒
八尾四季を読んだ小杉放庵や野口
雨情ら旧川崎邸を訪れた︑多くの
文人墨客との交流の様子や歴史な
どが数々の資料からうかがえま
す︒
二階ギャラリーにはおわらの歌
かた
詞や踊り・地方といった︑おわら
の重要な要素について︑資料を展
示︑解説しており︑おわらに対す
る理解を深める事が出来ます︒展
示品の中では︑おわら絵師として
有名な林秋路氏の絵画や明治 年
代おわらに初めて胡弓を取り入れ
たと言われる松本勘玄氏が愛用し
た胡弓が展示されています︒その
他にも多くの展示品からおわらの
歴史を知る事が出来ます︒また︑
八尾町にはおわらの歌碑が 基各
町内に点在していて︑歌碑めぐり
も八尾を楽しむ一つです︒

広報委員 大森

じ

26

40

シリーズ

認知症には
ならない !?

認知症を防ぐ！
！

趣味を持つことは認知症予防につながると言われています。で
は、どんな趣味が効果的なのだろうか。星城大学の竹田徳則教授
は2003年、自立生活をしている認知症でない65歳以上（平均73
歳）の男女9720人に趣味の有無や種類などを尋ねました。2006年
までに、このうち少なくとも330人が認知症と診断されました
下の箱の中に同じ数字一組あります。 が、何らかの趣味のある人は、ない人に比べて、認知症になる割
合が半分程度であることがわかりました。
探しましょう。（目標時間は４分）
趣味の種類別では、男性は庭いじりや、家庭菜園などの園芸、
362
198
327
寺社巡りなどの観光、楽器演奏などの音楽の順で認知症になりに
463
472
182
698
くかったようです。女性はパークゴルフやウォーキングなどのス
ポーツ、園芸、観光の順でした。
875
796
023
この調査では、意外なことに女性の場合は、手工芸、絵画の趣
169
662 209 715
味の有無では認知症の発症率に大差がありませんでした。竹田教
598 977
282
745
972 739
授は「手工芸などの趣味を持つのも素晴らしいことで、否定する
888
457
わけではないが、全体的に見て体を動かす趣味のほう
275
935
335
285 697
がより予防効果が高いと言えそうだ」「体を動かせば
797 538 672 142925
脳も活性化しやすい。何も趣味がなく、認知症予防の
810
287
181
286
ために新たに始めるならば園芸やスポーツのような趣
332
470
646
648
味がおすすめです。」と述べられています。
200
958
668
456 321 472
会員の皆様も参考にして認知症を防ぎ、これからも
397
820
732
充実した日々を過ごしましょう。
042

集中力の衰えを防ぐ！

201

128

834

394

462

527

◎答えは次回１月号で。

広報委員

廣川

昭

●122号クイズ回答（あいち、さが、なら）
（りんご、かき、ぶどう）
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私の元気

脚

高村 喜久枝
早いもので︑気がつけば会員に
なってからもう私の人生の １／３に
なるのにはビックリです︒日頃の
私は特別しるすほどのこともあり
ませんがちょっとだけ・・・︒
以前に誰からもらったかわかり
ませんが名言集︵もうすり切れて
しまっているほど古い物︶を毎日
めくっています︒その中の吉川英
われ い がい みな わが し なり
治の﹁我以外皆我師成﹂の精神で
おります︒集会︑講演会はもちろ
ん︑日頃の会話でもこれはよいと
思ったことはすぐ実行する︵悪い
くせ︶ことにしています︒
そして︑
﹁仕事は愉快におもしろ
く﹂をモットーとして頑張ってき
ました︒
会員でもある友人の勧めで昨年
六月から天地人の書き写し︑十一
月からは雑誌の良いところを探し
て︑書き続けています︒八十の手
習いと自分でもおかしいくらいで

仕事は愉快におもしろく

います︒
趣味の手芸を生かすことと軽作
業で配分金がいただけて︑うれし
く楽しいところです︒今はこのす
ばらしい出会いを与えて下さった
お友達に感謝しています︒
私の願い︑ひと針工房がもっと
活気があり︑明るく楽しく暖かみ
のある場所で︑お客様の入りやす
いお店になる事を望んでます︒

ます ︒朝九時から午後二時迄二人で
交替でやっております︒いざ作業に
かかってみると結構時間のかかると
ころもあり慣れるまで少々大変でし
た︒会員になってから︑会報を見て
皆さんがいろんな活動に頑張ってお
られる事に私も元気づけられまし
た︒又︑孫に小遣いをやったり︑服
を買ってやったり︑孫もニコニコ︑
私もニコニコ︑楽しみの一つで元気
のもとです︒
今は特に痛いところはなく︑カラ
オケ︑体操︑又家の廻りを一時間程
歩いております︒これも元気のもと
かなあ・・・︒しかし年齢と共に頭
と体が少しずつ衰えて来ています︒
自己管理をしながら無理せず︑迷惑
のかからないように一歩一歩前進し
ていきたいと願う今日この頃です︒

藤井 辰子
会社を退職致しましてから孫の
世話をしており成長してゆくのが楽
しみでした︒ようやく小学生になり
ホッとしていた矢先︑知人からシル
バーのお話があり入会させて頂きま
した︒聞いた時は﹁えっ︑シル
バーって何なの？﹂聞いた事もなく
知りませんでした︒あれからもう十
二年程になります︒
今は会社の室内清掃をしており

今思う事

す︒
もうしばらくがんばって働きた
いと思っております︒

◉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︒

清水 富美子
会員になってまだ日の浅い私で
すが︑日帰り親睦会に参加させて
いただきました︒
私が会員になったきっかけは︑
友人の誘いを受けて︑時々シル
バーセンターのひと針工房に足を
運ぶようになり︑皆さんの生き生
きと明るく︑楽しくお仕事をして
いる姿を目にし︑勧められるまま
に入会させていただきました︒
私にとってのセンターは︑人と
人との関わりの中で沢山の教えを
受け元気をいただける場所だと思

ひと針工房との出会い

水平に置き︑残りの一本を支え棒と
して利用するので︑場所とりがしや
すく安全に作業ができる︒
三脚には三本足とも自由開閉や伸
縮ができ︑台として使用しているも
のもある︒望遠鏡︑カメラ︑測量機
器などを乗せるのに便利︒
また︑三脚起重機として︑丸太や
角材を三本組んで開き︑その交差点
に滑車をつるして︑縄で重量物を上
下させるものもある︒
三にまつわる商いのことわざに︑
﹁商い三年﹂﹁石の上にも三年﹂商
売は始めてから三年たたなければ儲
けがでてこないものだ︒辛抱しなけ
ればいけない︒﹁舌三寸に胸三寸﹂
軽はずみな言葉や考えが事の成否を
決める場合があるから︑注意しなけ
ればいけない︒

会員のひろば

一民

池田 則雄
私はシルバー人材センターの会
員になって十五年になります︒
私の仕事は剪定班です︒長年の
就業でお客さんとは馴染みのあい
だがらで︑そんなに困るようなト
ラブルはありません︒一年間の仕
事は︑三月の雪吊りはずしから︑
剪定︑雪囲い作業と十二月中旬ま
で様々な仕事をしております︒お
かげて身体は健康です︒
シルバー会員の皆様との交流を
求め︑親睦会等に参加していま
す︒﹁私の目標は八十才になるま
で元気に働けるように﹂と︑贅沢
な気持ちでおります︒
私の趣味は︑さつき盆栽と詩吟
です︒富山壯吟会として十五年︑継
続は力なりで現在八段です︒週一回
の練習を欠かさず参加して楽しんで
います︒シルバーの会員としてこれ
からも皆様と協力して剪定の仕事に
励みたいと思っています︒

三

内山

庭師が高所作業に使う道具に︑ハ
シゴと三脚がある︒作業する庭は︑
地面に高低があり︑また敷石など
で︑でこぼこしているので四本足の
脚立では︑安全な場所とりが難し
い︒
それに比べ三脚は︑梯形の両足を
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第 回会員互助会定期総会は６月
９日に︑富山市シルバー人材セン
ター総会終了後︑引き続きとやま自
遊館にて開催されました︒
平成 年度の事業報告と決算報告
がなされ︑原案通り承認されまし
た︒
事業の基本計画︵健脳・健体・健
心︶を推進し︑活発な会員の活動
が︑シルバー人材センター及び地域
社会に貢献してきたことを確認しま
した︒
続いて平成 年度事業計画と予算
案についての報告があり︑承認され
ました︒
今年度も継承された基本計画を︑
積極的にバックアップし︑推し進め

平成27年度 会計決算
収入の部
科

目

支出の部 （単位：円）

決算額

120,000

行事参加費 1,147,000
雑収入

50,469

事業費

2,136,357

管理費

413,328

予備費

0

前期繰越金 1,122,589 次期繰越金

28

957,373

収入合計 3,507,058 支出合計 3,507,058

ていくことを確認しました︒
最後に理事会で選任されました︑
谷崎新理事長の万歳三唱にて︑平成
年度の互助会総会を締めました︒

科

目

支出の部（単位：円）

予算額

会費収入 1,150,000
事業収入

120,000

行事参加費 1,525,000
雑収入

50,000

前期繰越金

957,373

科

目

予算額

事業費

3,304,000

管理費

375,000

予備費

123,373

収入合計 3,802,373 支出合計 3,802,373

秋の群馬

一泊研修旅行

世界遺産富岡製糸場と伊香保切り絵美術館 見学
８月
日㈪

◎日時
月 日㈭〜 日㈮
日㈭
富山駅北 ７時発
婦中支所 ７時 分発
日㈮
帰着
時 分〜 分
◎申し込み期限
28

27

18

10
27

28

15
45

一日目

平成26年世界遺産登録 富岡製糸場

30

―― 工場見学

こんにゃくパーク

二日目

16：30

8：30

伊香保切り絵美術館

榛名湖

――

切り絵体験 ――

★申し込み期限★

８月29日

10
15

17

水澤観音 ――

榛名湖

昼食 水沢うどん上州物産館 ―― 婦中支所 ―― 富山駅北口
18：15

品、
写真、手芸
、
書
、
画
絵
で作られた
味
趣
、
品
木工
作品など

171615

―― 伊香保温泉（泊）
ホテル ―― 竹下夢二歌碑

会員文化展 集
作品募

◎同封のハガキに切手を貼って申し込み下さい。

富山駅北口 ―― 婦中支所 ―― 昼食 ホテルアミューズ富岡 ――
7：30

第18回

■会 期／ 月 日㈯〜 日㈪
日㈯ 午後１時〜午後４時
日㈰ 午前９時〜午後４時
日㈪ 午前９時〜午後３時
■会 場
富山国際会議場１階
﹁交流ギャラリー﹂
富山市大手町１番２号
■問い合わせ
文化展担当 寺西まで
☎０７６ ー４３３ ー７９４３

同封のハガキに切手を貼って
申し込み下さい︒
電話での申し込みはできません︒
詳細は後日旅行申し込み者に
お知らせします︒
◎旅行代金
２３︐０００円＋振込料
◎問い合わせ
旅行担当 牧野まで
携 帯 ０９０ ー２８３０ ー６１１９

29

参加者募集 ！

10月27日 〜28日

7：00

20

28

平成28年度 予算案
収入の部

20

27

決算額

回 会員互助会定期総会

事業収入

目

第

会費収入 1,067,000

科

No.123

18：45
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連絡先（代表）
〒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

講 習 会

５５３５
―

お申し込み・お問い合わせは
事務局へ

◉ ＴＥＬ／ ４４４

シルバー とやま

事務局だより
剪定講習・雪吊り
講習会︵中級︶ ❖

❖

◉ 月 日㈪〜 月 日㈬
◉午前９時〜午後４時
婦中ピースフル公園
◉場所 …
◉定員
…………… 名
19

20

今後の予定
７月
………………………………
◉ 日
時 分〜
元気おとどけ隊
︵おわら・手遊び︶
場所／ケアメントハウス花みずき
◉ 日
時 分〜 時 分
着付け講習会
場所／本所﹁にこにこルーム﹂
30

８月
………………………………
◉ 日
時 分〜
元気おとどけ隊
︵おわら・カラオケ︶
場所／特別養護老人ホーム太陽苑

10

☆６月 日︵水︶に
長岡霊園︵御廟︶で
﹁お墓清掃講習会﹂が
開催されました︒

−8−

15

９月
………………………………
◉ 日
時 分〜
元気おとどけ隊
︵体操・南京玉すだれ︶
場所／ケアハウス 三寿荘

締め切り=９月30日

今︑富山市は国内
のみならず世界に環境
問題で注目を集める情報をいく
つも発信しています︒ゴミの抑
制を進めること︑レジ袋のこ
と︑コンパクトな町づくり等︑
エコ社会を目指す取り組みが評
価されています︒
超高齢社会へとつき進む中︑
私達は元気なお年寄りを目標に明
るく楽しい生活を送りたいもので
す︒シルバー会員の方で八十才︑
また八十才を超えてもなお生き生
きと働いておられる方が何人もお
られます︒今まさに求められてい
る高齢者の生き方のお手本とも言
えるものでしょう︒
さて︑本誌でこれまで三回に
渡って﹃認知症にはならない﹄
を取り上げてきていますが︑参
考になってますでしょうか︒
読み易い広報誌をお届け出来
ますよう努力したいと思ってお
ります︒
広報委員 高見 淑子

●1月号の表紙写真
雪遊びをする孫や
ペットの写真など。

30

00

00

新入会員大募集

皆さんからの写真を
お待ちしています。

14

15

現在︑外仕事・清掃・屋内作業
などの会員が不足しております︒
未入会で︑ 歳以上の元気な方
をご紹介ください
ご連絡は︑本所・支所の事務局
までお願いします︒
住所・氏名・年齢・
※
電話番号をお知らせく
ださい︒

次号は１月発行

※詳細については、連絡先までお問い合わせください。

2,080 人

体

芸 毎月第1火曜日（9：30〜12：00） 本所 2 階研修室 高柳 淳子 493-6662
操 毎月第2・第4火曜日（13：30〜15：00）本所にこにこクラブ 橋本 京子 432-4260
手

計

787 人

ハ ー モ ニ カ 毎週火曜日（14：00〜15：00）富山市シルバー人材センター本所 山田 文夫 421-8093
ボランティア 各老人ホーム等の要請に応じて訪問する
高橋 将市 434-1845
女

グラウンドゴルフ 4月〜11月 毎月第1・第3金曜日（13：30〜） 牛島公園広場 林
実 435-2804
神通川水辺プラザ
パークゴルフ 4月〜11月 毎月第1水曜日、第3木曜日（9：30〜）健康パークゴルフ場他 江連 俊克 433-9287

1,293 人

15

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

！
！

練習日と練習場所

男

クラブ名
（平成28年6月末現在）

13

60

クラブ会員募集中！
会員互助会
数

員

会

15

14

17

29

20

5

16

10
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