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■ 第２回理事会  ７月２４日（火）開催
（出席） 理事・監事１２名  

議  事
議案第１号 平成３０年度一般会計収支補正予算（第２号）

        平成２９年度一般正味財産期末残高確定に伴う、平成３０年度一般正味財産期首残高を変更す

ること及び弁護士との顧問契約に係る補正予算を審議し、可決された。

議案第２号  会員の入会承認について

        ６月、７月の入会希望者、男性２名、女性２名を承認した。承認後の会員数は、男性２９９

名、女性１１５名、計４１４名。

■ 第２回広報部会 ６月４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 海田寿一委員 吉田正明委員          

協議事項 広報「シルバー清須」第３７号について

         ページ毎に最終の打合せを行った。

■ 第１回安全委員会 ７月１０日（火）開催

出席委員：横井満之委員長 郡司一誠委員 羽生康敏委員                               
協議事項１ 委員長及び委員長の互選について

         委員長に横井委員、副委員長に下山委員が選出された。

協議事項２ 安全パトロールについて

         清洲地区の県営土田住宅での除草作業をパトロールした。安全対策はおおむね良好だった。

■ 第３回広報部会 ７月１２日（木）開催

出席委員：瀬尾勇部会長 石原愼委員 海田寿一委員 吉田正明委員                                            

協議事項１ 部会長及び副部会長の互選について

部会長に瀬尾委員、副会長に阿彦委員が選出された。

協議事項２ 広報「シルバー清須」第３８号について

         掲載事項を主に「理事会・部会報告」、「定時総会」及び「各種研修会」とすることで一致し

た。また、次号以降に掲載する記事やレイアウトについて改めて協議することを確認した。

■ 第１回就業部会 ７月１７日（火）開催

出席委員：羽生康敏部会長 高井明副部会長 近藤憲次委員                                     

協議事項 部会長及び副部会長の互選について

         部会長に羽生委員、副部会長に高井委員が選出された。

その他  就業面談会について

         事務局から就業面談会の内容について確認を行った。

シルバー清須
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■ 第１回会員研修部会 ７月１８日（水）開催

出席委員：郡司一誠部会長 向山拓志副部会長 高井明委員 高木正勝委員 深谷一晃委員 水谷征一委員                                   

協議事項１ 部会長及び副部会長の互選について

        部会長に郡司委員が、副部会長に向山委員が選出された。

協議事項２ 平成３１年度に実施する研修会について

                安全作業研修会、接遇研修会、熱中症に関する研修会、交通安全講話の中から「安全作業研

修会」を行うことで一致した。なお、今年度開催した「シルバー保険」の研修会について、対

象会員を全会員に拡大し開催することを検討していくことで一致した。

■ 第２回総務部会 ７月１９日（木）開催

出席委員：近藤憲次部会長 山田富士雄副部会長 郡司一誠委員 瀬尾勇委員 羽生康敏委員                                            

協議事項１ 部会長及び副部会長の互選について

        部会長に近藤委員、副部会長に山田委員が選出された。

協議事項２ 平成３０年度一般会計収支補正予算（第２号）について

        平成２９年度一般正味財産期末残高確定に伴う、平成３０年度一般正味財産期首残高を変更

すること及び弁護士との顧問契約に係る補正予算を審議し、可決された。

協議事項３ 平成３０年度ボランティア活動について

              にしび創造センターの剪定及び除草を９月、清洲公園駐車場から名鉄新清洲駅までのゴミ拾

いを２月に行うことで一致した。

協議事項４ 役員研修会について

               独自事業や互助会組織を確立されているセンターを数センター挙げ、研修先について協議し

た。

シルバー清須

平成３０年度定時総会

平成３０年６月２８日、清須市新川地域文化広場地域文化

ホールにおいて平成３０年度定時総会を開催いたしました。

当日現在の会員数４１０名、出席会員数３０６名（うち議決

権行使書提出者２１６名）定時総会は、中村昭副会長の開会

のことばで始まり、山内修会長の挨拶のあと、来賓の永田純

夫市長、林真子福祉常任委員会委員長より祝辞を賜わりまし

た。その後、議長に石井竹巳氏を選出し、議事に入りました。

議案第１号 平成２９年度事業報告について

議案第２号 平成２９年度一般会計収支決算について

議案第３号 役員の選任について

以上、全議案について原案どおり可決されました。
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安全作業研修会

刈払機取扱研修会

安全パトロール（連合会）

シルバー清須

７月５日、「シルバー保険について」と題し、剪定及び草刈班

を対象に研修会を開催しました。講師は保険代理店の（株）ラ

イフマイスターさんにお願いしました。末平講師からは、昨年

度に賠償事故が多かったため、センターが支払う保険料が１０

０万円以上増えたこと、このままの状態が続けば、保険契約そ

のものを辞退する可能性があるという厳しい現状が伝えられま

した。また、他センターでは、就業会員が意識を変えたことで、

事故が激減した事例を教えていただきました。出席した会員か

らは「厳しい話だったが、現状を知って良かった。」との声が聞

かれました。次回は、全会員を対象に開催することを検討して

います。その際は是非、ご出席ください。

７月２３日、毎年恒例の「刈払機取扱研修会」を開催し、会員４名

が受講しました。今回から座学のみとし、時間をかけて刈払機の構造

や取扱い、メンテナンスなどをしっかり学んでいただきました。

８月２日、愛知県シルバー人材センター連合会から安全

担当職員２名を迎え、安全・適正就業パトロールを行いま

した。これは二年に一度定期的に実施されるものです。今

回は熱中症対策の視点でパトロールされ、会員さんにアド

バイスをしていただきました。パトロールの総評では、「良

好」との評価をいただきました。今後も安全就業のご協力

をお願いします。
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〇毎日歯をきれいに磨いているのに・・・

雑菌が口の中

に増える

・磨き残しが

増える

・虫歯、出血、

歯茎の炎症

44444

シルバー清須

歯ブラシ交換デー８日

お変わり
ありませんか？

同じ歯ブラシ

を使い続ける

・勿体ない

・まだ使える

・交換時期が

わからない

44444

歯の健康は体の健康に大きく関わっています。歯ブラシは定期的に交換すること

が大切です。毎月８日は「歯の日」、「歯ブラシ交換」の日です。

歯ブラシの毛

先が開く

〇「はちまるにいまる８０２０」達成者は２人に１人

  ８０歳で２０本以上の歯が残っている人の割合は５１．２％（推計）で増加傾

向にあります。2０歯以上保有者の割合、１人平均現在歯数ともに、後期高齢者で

は男性の方がやや高値になっています。

■２０本以上の歯を有する者の割合          ■１人平均現在歯数

年齢階級（歳） 男（％） 女（％）

６０～６４ ８３ ８７

６５～６９ ７３ ７３

７０～７４ ６０ ６７

７５～７９ ５９ ５３

８０～８４ ４７ ４２

８５～ ３１ ２１

                                 出典：厚生労働省

・毛先面積が

拡大

・毛の弾力が

なくなる

≪こんな歯ブラシは要注意≫

・歯ブラシを裏から見ると毛が見える

・ブラシの根元の汚れ、着色

・ブラシの乾燥が不十分

年齢階級（歳） 男（本） 女（本）

６０～６４ ２４ ２４

６５～６９ ２２ ２２

７０～７４ １９ ２１

７５～７９ １９ １８

８０～８４ １５ １６

８５～ １２ １０



    ■■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         

      ・１１月１６日（金）             

      ・１２月２１日（金）              

・ １月１８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

今年の夏の暑さは「最高に暑い」と連日報道され

ましたが「どれだけ暑かったのか」をお知らせしま

す。

私は毎日、朝刊の天気予報をダイアリーに書き記

していますが、その資料を基に、昨年と今年の７月

を前半と後半に分けて平均したものを比較しまし

た。

７月前半 ７月後半

２９年 29.7℃ 32.8℃

３０年 31.4℃ 36.2℃

± ＋1.7℃ ＋3.4℃

広報部会委員 石原 愼

訃報

浅野 勝義 様（清洲地区）

平成３０年８月９日 逝去

心からご冥福をお祈りいたします


