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■ 平成２９年度  第６回理事会 ３月２９日（木）開催

（出席） 理事・監事１４名

議 事

議案第１号  平成３０年度事業計画（案）について

基本方針では、国がシルバー人材センターに求めているのは「企業における人手不足分野」、

「現役世代を支える分野」での活躍であり、当センターも同分野での就業開拓に努めるが、そ

れには会員の「信頼される就業」が必須であるため、「親切・丁寧な就業」を強調することで一

致し、可決された。

議案第２号 平成３０年度一般会計収支予算（案）について

        平成３０年度予算編成方針に基づき、「収益部門」及び「費用部門」を審議し、可決された。

議案第３号 個人情報の保護に関する規程の一部改正について

       平成２９年５月３０日から、個人情報保護法が全面施行になり、小規模事業者にも適用され

るため改正する部分を審議し、可決された。

議案第４号 特定費用準備資金等取扱規程の制定について

        平成３８年に設立２０周年を迎えるが、法人運営の大きな節目として、関係者に顕彰等を行

うことを目的に記念事業を行うこととし、その「準備資金」の積立を行うための規程を制定し

た。

議案第５号 平成２９年度一般会計収支補正予算（第４号）について

「事業費」では、社会保険料の不足分を、「経常外収益」では、軽トラックを売却した際の売

却益の補正について審議し、可決された。

議案第６号 会員の入会承認について

         ２月、３月の入会希望者、男性５名、女性２名を承認した。承認後の会員数は、男性３０７

名、女性１３０名、計４３７名。

議案第７号 事務局長の承認について

平成３０年度清須市人事異動の内示に伴い、清須市建設部地域開発課主幹、松村和浩氏を事

務局長とすることを審議し、可決された。

■ 平成３０年度  第１回理事会 ５月２３日（水）開催

（出席）  理事・監事１１名

議 事

議案第１号 平成２９年度事業報告について

「会員の状況」、「事務事業の経過」、「事業実績」について審議し、可決した。

議案第２号 平成２９年度一般会計収支決算について

「収支計算書」で年度間の収支を、「貸借対照表」で資産と負債を、「正味財産増減計算書」で

前年度との比較をし、センターの運営状況について審議し、可決した。

シルバー清須



― ３ ―

議案第３号 平成３０年度一般会計収支補正予算（第１号）

平成２８年度及び２９年度余剰金解消計画に基づき、補正を行うことを審議し、可決した。

議案第４号 役員の選任について

         定時総会に推薦する役員候補者１５名について審議し、可決した。

■ 平成２９年度  第８回広報部会 ３月１２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３６号について

        表紙に掲載する写真を選定した。また、ページごとの構成について協議した。

■ 平成２９年度  第６回総務部会 ３月１４日（水）開催

出席委員：近藤憲次部会長 中村昭委員 橋本縫子委員 羽生康敏委員

欠席委員：山田富士雄副部会長                                                

協議事項 平成２９年度一般会計収支補正予算（第４号）

「事業費」では、社会保険料の不足分を、「経常外収益」では、軽トラックを売却した際の売

却益の補正について審議し、可決された。

■ 平成３０年度  第１回理事・監事選考委員会 ４月１９日（木）開催

出席委員：柚木正明委員長 柴田奨委員 加藤国光委員 斉藤満雄委員 斉藤一夫委員 深谷一晃委員 山田弘委員

欠席委員：伊藤彰朗委員                                                

出 理事会が定時総会に次期役員候補として推薦する役員候補１５名を選考し、理事会に提案することとした。

事会が定時総会に次期役員候補者として推薦する理事候補者１名及び監事候補者１名を選考した。

■ 平成３０年度 第１回広報部会 ５月１０日（木）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３７号について員：片山隆晴部会長 橋本縫子副部会長 瀬尾勇委員 木村

多津巳委員 吉田 表紙について、会員から提供のあった写真を掲載することを決めた。表紙ごとのレイアウト、

     誤字脱字などのチェックを行った。正明委員 海田寿一委員  

協議事項 広報「シルバー清須」第３３号について

■ 平成３０年度 第１回総務部会 ５月１５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年度事業報告について

「会員の状況」、「事務事業の経過」、「事業実績」について協議し、原案を理事会に提出する

ことで一致した。

協議事項２ 平成２９年度一般会計収支決算について

         「収支計算書」で年度間の収支を、「貸借対照表」で資産と負債を、「正味財産増減計算書」

で前年度との比較をし、センターの運営状況について協議した。原案を理事会に提出すること

で一致した。

協議事項３ 平成３０年度一般会計収支補正予算（第１号）

         平成２８年度及び２９年度余剰金解消計画に基づき、補正を行うことを協議し、原案を理事

会に提出することで一致した。                           

シルバー清須
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スキルアップ研修会

調理研修会

熱中症に注意！蜂刺されに注意！！

「剪定」や「除草」作業だけでは

なく「清掃」や「自転車整理」作業中に

被害にあった例もありますので注意してく

ださい。

☞蜂の巣や蜂を発見したときは、むやみに

近寄らないこと。

☞蜂が近づいてきたときは、慌てずゆっく

りその場を離れること。

☞蜂は黒色や刺激の強い匂いに反応する習

性があるので、黒色系の作業服や香水な

どは避けること。

☀日頃から体調に気を配る。

☀こまめに水分補給を行う。

☀外出する際は帽子を被る。

☀就業中は、無理をせず休憩を十分取る。

以上のことを注意してこの夏を乗り切り

ましょう。

シルバー清須

３月２３日、スキルアップ研修会を開催し、会員１８名が参加しました。

今回の内容は、「認知症サポーター養成講座」とし、清須市高齢福祉課、社会福祉協

議会さんに講師をお願いしました。

受講会員からは「福田講師のお話が分かりやすく、非常に

関心を持った。」と言われ、認知症に対する理解が深まり、

テーマである「認知症サポーターとして何ができるか」を考える

きっかけになったようです。

３月２７日、会員研修部会の企画により調理

研修会を開催し、男性４名、女性３名の計７名

が参加しました。講師は、清須市健康推進課の

上田さんをお招きし「６０分で作れる簡単料理」

を教えていただきました。また、調理のほかに

衛生面で気をつけることなど、「食の安全」の観

点からも非常に参考になりました。
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●部屋の２方向の窓を開け、風通りを良くする。

その際、ふすま、押入れ等も開放する。

●押入れにはすのこを敷く。

●調理中や入浴後は換気扇を回して窓を開ける。

●洗濯物はなるべく室外に干す。

●天日干しする。

●室内に過剰の植物や水槽を置かない。

●畳の上にじゅうたんはひかない。

●掃除は窓を大きく開けて行なう。

●畳は目に沿って１畳あたり３０秒から１分間掃除機をかける。

●じゅうたんは十字方向に掃除機をかける。

●フローリングに掃除機をかける前に拭き掃除をする。

（掃除機の排気でアレルゲンを舞い上がらせるのを防ぐ。）

●シーツなどは週１回洗濯する。

●できれば布団も年１回洗濯する。

●取替えは洗濯できるものを選び定期的に洗う。

●季節的に使用する寝具は使用前に丸洗いをする。

夏 ダニ対策！！

乾
燥

掃
除

水
洗

シルバー清須

お変わり
ありませんか？

ダニは梅雨時期から９月頃にかけて繁殖します。温度や湿度が高まる夏場は、特にダニ対策

が必要です。

◆からだへの影響は？

室内に最も多く生息しているのはヒョウヒダニ（チリダニ）です。

虫体、フン、死骸がアレルギー性の喘息や鼻炎などの原因になります。

また、ダニをエサとして、人を刺すツメダニが大量に発生する場合があります。

◆増える条件は？

（１）高温多湿

     気温２５度から３０度、湿度６０％から８０％くらい。

（２）エサ

    人や動物のフケやアカ、食べ物のかす、カビ等。

（３）暗所

     家屋内の暗いところを好む。畳、じゅうたん、寝具、衣類、

     ぬいぐるみなどに潜って産卵する。

◆対策は？



   

■■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

清須市清洲総合福祉センター２階

ＴＥＬ 052-400-3123

ＦＡＸ 052-409-7328

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。

                       

    場 所：清洲総合福祉センター２階  

      シルバー会議室         ※必ずセンター事務局まで連絡後、

    時 間：午後１時３０分～        筆記用具を持ってお越しください。

    開催日：毎月第３金曜日         

      ・ ８月１７日（金）             

      ・ ９月２１日（金）              

       ・１０月１９日（金）             

              

    

■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

   ※２００～４００字程度

■短歌・俳句・川柳

広報部会では、「シルバー清須」の表紙写真・原稿を募集しています。

募集要項 どんどんご応募ください！

お待ちしています！

会員募集中！

入会説明会

編集後記

蝉の声がひと際高く、暑さが日毎に加わって来ました。

シルバーに入会させて頂き、あっという間に二年が過ぎ

ました。市の施設で受付管理業務に携わっていますが、多く

の方々と接し、ご指導や檄を頂きながらも務めに邁進できる

事が、元気でいられる源だと有難く思い頑張っています。

更に親切で丁寧な仕事ができるように心がけて参ります。

これからも、できるだけ多くのシルバー行事に参加して知

識を深め、皆様とのパイプ役を果たせるように努めて行きま

すので、ご協力をお願い致します。

安全と健康管理には十分留意し、皆様と共々、この暑い季

節を乗切ろうと思います。

広報部会委員 吉田 正明


