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シルバー清須

新年のごあいさつ

清須市長 永田 純夫

<会  長> 山内 修   

<副 会 長> 中村 昭 近藤憲次

<理  事> 浅野勝義 阿彦武夫 片山隆晴 郡司一誠 瀬尾 勇

   高井  明 橋本縫子 羽生康敏 山田富士雄 森川治美

<常務理事> 日比野鋭治

<監  事> 太田吉美 福田晃三

謹んで新年の

お慶びを申し上げます

会長  山内 修

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、清々しい新

年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

また、日頃から市政全般にご理解とご協力

をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、本市も合併により市制施行１２年が

経過しました。

１２年前の人口は、当時の春日町を加えて約

６万３千人でしたが、昨年９月には人口が６

万８千人を超えました。

日本全体では人口減少時代に入っております

が、本市はまだまだ人口が増加している状況

にあります。これは、清須市に魅力があり、

そして発展の可能性がある証であると思って

おります。

今後も、「水と歴史に織りなされた 安心・

快適で元気な都市」の実現に向けて、「清須市

第２次総合計画」で定める施策を着実に実行

してまいります。

シルバー人材センター会員の皆様には、就

業やボランティア活動を通じて、地域に元気

な風を吹き込んでいただいております。今後

も、培ってこられた経験、技能を活かし、地

域の活性化のため、お力添えをいただきます

ようお願い申し上げます。

最後に、会員の皆様のご健康とご多幸と、

シルバー人材センターの益々のご発展を心か

ら祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて

いただきます。

新年あけましておめでとうございます。会

員の皆様には、輝かしい新年をお迎えのこと

と心からお慶び申し上げます。

さて、近年は労働力人口の減少が進行する

中、サービス業等の人手不足分野や介護等現

役世代を支える分野での高齢者の就業の推進

は、企業活動や経済社会の活性化のため、シ

ルバー人材センターがその一翼を担うことが

求められています。

国もこれらの分野に対して実績に応じて、

国庫補助額を決めていることからもその期待

感がうかがえます。

当センターもこの期待に応えるべく、昨年

度から家事援助事業を開始しました。おかげ

さまで、今年度は受注件数が伸び、家事援助

を希望する会員の確保が急務になっていま

す。また、企業から受注の多い、派遣事業の

契約高も昨年の倍以上に受注が増えてきまし

た。両事業とも「現状維持は衰退の始まり」

を念頭に、皆さんと共に育て、地域に貢献し

たいと考えております。どうかご協力をお願

いします。

最後に皆様方にとって、素晴らしい１年と

なりますよう心から祈念し、新年のご挨拶と

させていただきます。



― ３ ―

■ 第３回理事会 ９月２７日（水）開催

（出席） 理事１２名

議 事

議案第１号  平成２９年度一般会計収支補正予算（第２号）について

平成２８年度決算で発生した余剰金の解消計画及び計画に基づく補正予算の内容について審

議し、可決された。

議案第２号  会員の入会承認について

            ９月の入会希望者、男性４名、女性１名を承認した。承認後の会員数は、男性２９９名、女性

１２７名、計４２６名。

■ 第４回理事会 １１月２４日（金）開催

（出席）  理事１２名

議 事

議案第１号 平成２９年度一般会計収支補正予算（第３号）について

              平成２８年度余剰金解消計画に基づき、当センター所有の車輌２台を売却し、これに代わる車

輌をリース契約した。売却に伴って、１７７，８１８円の利益が生じたため「車両運搬具売却

益」として補正することを審議し、可決された。

議案第２号 平成３０年度予算編成方針について

              国及び市補助金、センターの財政状況について、歳入が前年度と比較して大きく変動がないた

め、平成２９年度と同等の予算配分とすることが可決された。

議案第３号 配分金単価基準の一部改正について

              清須市周辺市町シルバー人材センター１０拠点を参考に、剪定作業始め１８職種の単価を改正

することを審議し、可決された。

議案第４号 派遣事業及び職業紹介事業賃金単価の改正について

              愛知県最低賃金が昨年から３.０８%上がったことに伴う、単価の改正について審議した。県と

同じ比率を現在の単価に上乗せすることが可決された。

議案第５号 理事・監事選考委員の選出について

            理事・監事選考委員の任期満了に伴い、新たな委員候補者８名について審議し、可決された。

議案第６号 会員の入会承認について

１０、１１月の入会希望者、男性９名を承認した。承認後の会員数は、男性３０７名、女性

１２６名、計４３３名。

シルバー清須
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■ 第１回就業部会 １１月７日（火） 開催

出席委員：羽生康敏部会長 郡司一誠委員 阿彦武夫委員 近藤憲次委員 高井明委員          

欠席委員：浅野勝義副部会長                                                               

   協議事項１ 配分金単価基準の一部改正について

清須市周辺市町シルバー人材センター１０拠点を参考に、１８の職種の単価基準を改正するこ

とで一致した。

  協議事項２ 派遣事業及び職業紹介事業賃金単価の一部改正について

愛知県最低賃金が昨年から３.０８%上がったことに伴い、単価の改正について審議した。県と

同じ比率を現在の単価に上乗せすることで一致した。

■ 第４回総務部会 １１月１４日（火）開催

出席委員：近藤憲次部会長 山田富士雄副部会長 中村昭委員 橋本縫子委員 羽生康敏委員                                                                      

   協議事項１ 平成２９年度一般会計収支補正予算（第３号）について

平成２８年度余剰金解消計画に基づき、当センター所有の車輌２台を売却し、これに代わる車

輌をリース契約した。売却に伴って、１７７，８１８円の利益が生じたため「車両運搬具売却益」

として補正することを審議し、可決された。

協議事項２ 平成３０年度予算編成方針について

国及び市補助金、センターの財政状況について、歳入が前年度と比較して大きく変動がないた

め、平成２９年度と同等の予算配分とすることが可決された。

  

協議事項３ 理事・監事選考委員の選出について

      理事・監事選考委員の任期満了に伴い、新たな委員候補者８名について審議し、可決された。

■ 第２回安全委員会 １１月１５日（水） 開催

出席委員：中村昭委員長 高井明副委員長 阿彦武夫委員           

欠席委員：浅野勝義委員 山田富士雄委員                               

安全パトロールについて

   新川地区の公園除草現場２ケ所、西枇杷島地区の一般家庭剪定現場１ケ所をパトロールした。

シルバー清須

部会・委員会報告

■ 第５回広報部会  １０月１６日（月）開催

出席委員：橋本縫子副部会長 瀬尾勇委員 木村多津巳委員 吉田正明委員 海田寿一委員                                                                  

協議事項  広報「シルバー清須」第３５号について

        本号に掲載する記事について協議し、１０月に開催される「事業推進交流大会」及び「安全パ

トロール」の模様を掲載することで一致した。
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シルバー清須

受賞おめでとうございます

このたび、愛知県シルバー人材センター連

合会を通じて、当センターから１０名の方が

表彰されました。これは多年にわたりシルバ

ー事業の発展に尽力された方及び長寿の方

の功績が認められたものです。

今回は、愛知県知事から長寿会員として１

名、愛知県シルバー人材センター連合会から

優秀役員として３名、模範会員として６名が

受賞されました。

本来は、愛知県シルバー人材センター連合

会が主催する「事業推進交流大会」にて表彰

を受けますが、台風２１号の影響を受けて、

残念ながら中止になりました。

（順不同、敬称略）

ボランティア活動を行いました！

９月２７日、にしび創造センターにて、施設敷地

内の剪定及び除草のボランティア活動を行ないまし

た。西枇杷島地区会員及び同地区を中心に活動して

いる剪定班など１８名の会員が参加されました。当

日は雨が心配されていましたが、秋らしく爽やかな

天候に恵まれました。作業は除草班の高木班長の計

画の下に順調に進められました。

参加されたみなさん、ご協力ありがとうございま

した。

【愛知県知事表彰】

＜長寿会員＞

＜優秀役員＞

＜模範会員＞

川中信正

（春日）

片山隆晴

（春日）

羽生康敏

（春日）

太田吉美

（清洲）

市野 繁

（西枇杷島）

西村浩子

（西枇杷島）

柴田 奨

（清洲）

津田 進

（新川）

山田孝郎

（新川）

藤掛征子

（春日）

【愛知県シルバー連合会表彰】

【愛知県シルバー連合会表彰】
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戌年 生まれの会員の声

シルバー清須

私は、８年前に高脂血症による心筋梗塞になり、カテーテルによる手術で難を逃れる事が出来

ました。その時、先生から「身体を動かしなさい。歩くのも良い。」と言われ、薬だと思って歩き

始めました。朝起きて水を一杯飲んだ後、家から清洲城近くまで１日置きに約５千歩４０～５０

分歩きます。最初は慣れない事もあり一生懸命歩いても女性に抜かれて悔しい思いもしました。

歩く事に苦痛を感じた時期もありました。

しかし、慣れてくると確り身について、朝早く朝日を浴びて清々しい気持ちで歩け

ます。歩きながら色々な事も考えます、歩く事により胃腸の調子も良くなったよう

に思いますし身体を動かす事によりストレスの解消にもなるように思います。

歩き始めて８年目、今では歩かないと１日が始まりません。

「私の健康法」新川地区  伊藤 元藏

「私の健康法」新川地区  西地 一政

新年あけましておめでとうございます。私は、数年前まで少年野球の指導をしていたことで体

力には多少自信があってか、昨年、センターの仕事で少々無茶をしてケガをしてしまい、健康法

云々などと偉そうなことは言えません。ですが、数年前から、日頃のストレスを溜め込まないよ

うにと、私は趣味と運動を兼ねてクロスバイクなるものでサイクリングによく出かけています。

ママチャリとはちょっと違う軽快さがあり、風を切って走る爽快感は最高です。天気のいい日に

は、ついつい遠くまでペダルをこいでしまいます。色々アイテムを揃えたり、メンテナンスする

のも楽しみのひとつです。                                           

それからもうひとつ、わたしはドライブが好きで年に一、二度、妻と二人で車中泊などしなが

ら、なるべく下道をのんびり走り、四国巡り、出雲、萩の歴史探訪などなど、気ままな旅を楽し

んでいます。旅の中で、偶然、思わぬ出会いに遭遇し、楽しい想い出になることも・・・。これ

が今の私の一番の健康法なのかな！？と思っています。

「年男を迎えて」清洲地区  恒川 満

自分では、まだ若いつもりでいても世間から見れば全くのお年寄り。これからは健康第一と思

う日々です。

愛犬を亡くしてからは、毎朝の散歩を一人で楽しんでいます。少し速めに歩き、歩きながら自

然の移り変わりを楽しんでいます。環境に恵まれ飛ぶ鳥や路傍の花や花の香の季節によって違う

表情を感じながら歩くことは小さな喜びさえ感じます。

又、学生の頃からの５０年来の友人と月に数回コーヒーを飲みながら会話を楽しんでいます。

子供や孫の成長や変化を互いに報告しあい、時にはウップン払らしの話題も長々と語らい、コー

ヒーも冷めてしまいます。

毎日単調な繰り返しの中でも老いていく自分を労いながら・・・。そしてそれは、若い頃の苦

労の記憶をも薄めてくれます。
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肺炎は死因の第３位です。

６５歳以上がその９７％を占めています。

いつもお口の中を清潔にしておくことにより

肺炎にかかりにくくなります。

歯みがきは肺炎予防に効果的です。

お口の健康チェック！

・歯みがきの時に出血する

・硬いものが噛みにくい

・口臭が気になる

・歯と歯の間にすき間ができてきた

・歯がグラグラする

・舌が白くなっている

※かかりつけ歯科医院での定期的にプロケア

     

お変わり
ありませんか？

歯みがきで肺炎予防５分の

がん

29%

心疾患

15%

その他

47%

死因割合（平成28年）

第３位

肺炎

９％

（出典：厚生労働省）

５分でできる 誰でもできる 口腔セルフケア

  

１分 １分 １分 ２分

あさ食後

歯みがき

ひる食後

歯みがき

よる就寝前 ＋

歯みがき

【ナイトケア】

歯間部

入れ歯、舌など

「私の健康法」西枇杷島地区  永島 一生

今年でシルバーに入って早７年（７２歳）になります。

９年前脳梗塞になりましたが後遺症はなく無事退院することができたのも５０歳からやってきた

水泳が良かったかもしれません。食生活を見直し常に血液サラサラを維持し、介護されぬようにと

ウォーキングとストレッチ体操、水泳、卓球、ボウリング、常に体を動かし楽しんでいます。更に

認知症予防に仲間との飲み会を毎月開催し、楽しい会話でストレス発散してます。

シルバー清須

シルバーより年男の手記の依頼が有り、自分の人生の終活について書いてみました。生まれて７

０年余り、生きてきましたが４５才の時に心に変化がおこり、大変悩み、死を頭がよぎるようにな

りました、そんな時に人生の生き方を変える人にめぐりあえました。それは阪大の教授の中川先生

でした。先生の講演を聞き非常に感動し、自分の心に変化が起きました。その考え方とは、世の中

を生きて行くには、いろいろの悩み、苦しみがついてきます。しかし人間界は魂（たましい）の修

行の場と考えると、苦しみが薄らぎ気持が楽になり残りの人生を静かに向かえられるようになりま

した。                              

（順不同、敬称略）

「人生の終活について」西枇杷島地区  武藤 包嗣



１１月○日、安全委員〇名及び事務局職員〇名により

剪定作業の現場３カ所の安全パトロールを行いました。

現場では、安全委員が「作業安全チェックリスト」に

基づき、脚立の使用方法など１６項目をチェックしま

した。また、県内のシルバー人材センターで剪定作業

中

の

    

    

広報誌「シルバー清須」

訃報

近藤 保治 様（新川地区）

平成２９年９月２６日 逝去

心からご冥福をお祈りいたします。

編集後記
新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては幸多き春をお迎えのこととお慶び

申し上げます。「シルバー清須」５ページに掲載の受賞者の

皆様おめでとうございます。

例年のごとし、今年も「風邪、インフルエンザ」等、流

行していますが、感染予防のための「ワクチン」が不足し

ているので心配です。「自分の体は自分で守る」風邪に負け

ない体作りで健康で元気な暮らしを心掛けていきましょ

う。

新しい年を迎え、広報部会も会員皆様と共に親睦を図り、

相互の理解とともに協力していただき、紙面作成に心掛け

たいと思います。今後共よろしくお願い申し上げます。

今年も皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

広報部会委員  海田 寿一

■■ お問い合わせ ■■

公益社団法人

清須市シルバー人材センター

〒452-0931

清須市一場古城 604 番地 15

ＴＥＬ 052-400-3123

ＦＡＸ 052-409-7328

安全パトロール

１１月１５日、安全委員３名により、一般家庭の

剪定現場１ケ所及び公園の除草現場２ケ所の安全パ

トロールを行いました。現場では、「 作業安全チェ

ックリスト」に基づき、脚立の使用方法や服装など

１６項目をチェックし、作業会員へ注意を促してい

ました。慣れが事故につながるケースが非常に多い

ため、慣れた仕事でも決して油断しないようにして

ください。

会員募集中！

清須市内在住で原則として６０歳以上で健康で

働く意欲がある方の入会をお待ちしております。

入会説明会

■場 所：清須市清洲総合福祉センター２階

          シルバー会議室

■日 時：毎月第３金曜日 午後１時３０分～

・２月１６日（金） ・３月１６日（金）

・４月 2０日（金）

※センター事務局まで連絡後、筆記用具を持って   

お越しください。

表紙写真・原稿募集！

広報部会では、「シルバー清須」の表紙写真・

原稿などを募集しています。

■表紙写真

清須市内の四季折々の風景、名所、まつり等

の行事写真

※季節感のある作品の場合、発行時期に合っ

たものを選ばせていただきます。

■随筆原稿

センター活動、趣味、体験談、健康法 等

■短歌・俳句・川柳  

募集要項


