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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。

昨年は、台風の影響を受けた豪雨災害が広域

にわたって発生し、いまだ不便な生活を強いら

れている方々がいらっしゃいます。早期の回復

を願うばかりです。

さて、当センターは、昨年８月に清須市と家

事サポート事業の契約を締結しました。いわゆ

る市区町村が主体の「介護予防・日常生活総合

事業地域支援事業」で、清須市から比較的軽度

の要支援１、２の方たちへの生活支援として、

「食事作り」「買い物」「洗濯」「通院付添」「清

掃」の仕事を請けることになりました。

この事業は当センターが目指す「地域密着型

センター」に相応しい仕事であり、また、支援

を求める市民も多く見込まれているため、就業

を希望する会員の確保が急務となっています。

みなさんのお力添えをお願いするとともにこ

の事業を広く発展させていきたいと考えてい

ます。

最後に一年間、「安全は何よりも優先する」

を実行され、ケガや事故のない年にしましょ

う。

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。

シルバー清須

清須市長 永田 純夫

新年のごあいさつ

謹んで新年の

お慶びを申し上げます
<会  長> 山内 修   

<副 会 長> 近藤憲次 山田富士雄

<理  事> 阿彦武夫 郡司一誠 下山晴雄 瀬尾 勇

   高井  明 羽生康敏 向山拓志 横井満之 森川治美

<常務理事> 松村和浩

<監  事> 玉腰征男 福田晃三

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、清須市の人口は、平成 30 年 12 月 1

日時点で過去最多である６万９千人を超えま

した。我が国が人口減少社会に移行する中にあ

っても、人口が増加傾向にあり、さらに、平成

29 年の県内出生率が１位になるなど、数少な

い元気な地域であります。しかし、徐々に高
齢化率は上がっており、人口構造は変化してお

りますので、行政も将来を見据え、おのずと変

わっていかなければなりません。

そして、これまでのまちづくりの歩みを止め

ることなく、市の総合力を一段と高め、「力強

い清須」の実現を目指してまいりたいと考えて

おります。

シルバー人材センターの会員の皆様には、高

齢者の社会参加、生きがいの場として各方面で

活躍していただき、大変感謝しております。今

後も豊富な知識、経験、技能を活かし、地域社

会の活性化にお力添えをいただきますようお

願い申し上げます。

これからも安全と健康にご留意いただき、シ

ルバー人材センターの益々のご発展を祈念い

たしまして、年頭のご挨拶とさせていただきま

す。

会長  山内 修
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■ 第３回理事会 ９月２８日（金）開催

【出 席】 理事・監事１１名

議 事

議案第１号 電動機器の取扱に係る講習会の受講義務について

  電動チェンソーを使用する場合は、事前にセンターが指定する講習会の受講を義務付けることが可決された。

議案第２号 会員の入会承認について

男性３名、女性３名を承認した。承認後の会員数は、男性２９８名、女性１１８名、 計４１６名。

議案第１号 平成３０年度一般会計収支補正予算（第３号）について

■ 第３回総務部会 ９月１４日（金）開催

【出 席】 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 向山拓志委員                                                                      

   

協議事項１ 役員研修会について

平成３０年度事業計画に基づき、役員研修会を行うこととし、研修先を多種多様な事業運営を展開されてい

る長久手市シルバー人材センターとすることで一致した。

■ 第４回総務部会 １１月１４日（水）開催

【出 席】 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 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 向山拓志委員

協議事項１ 平成３０年度一般会計収支補正予算（第３号）について

平成２８年４月に発生した、未収金１件（24,696円）を貸倒損失として計上することを審議し、承認した。

協議事項２ 平成３１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協議した。歳入が前年度と比較して大きく変動がないため、

平成３０年度と同等の予算配分とすることで一致した。

■ 第２回就業部会 １０月２２日（月） 開催羽生康敏部会長 高井明副部会長 近藤憲次委員 下山晴雄

委 【出 席】 羽生康敏部会長 高井明副部会長 近藤憲次委員 下山晴雄委員 山田富士雄委員 横井満之委員

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拠点の配分金単価基準を参考に、１８職種の単価基準額を改正す

ることで一致した。

協議事項２ 派遣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３.１%上がったことに伴い、単価の改正について協議した。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。

シルバー清須
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■ 第２回安全委員会 ９月５日（水） 開催

【出 席】 横井満之委員長 下山晴雄副委員長 阿彦武夫委員 郡司一誠委員 羽生康敏委員 山田富士雄委員

協議事項１ 免責金額の見直しについて

免責事項を導入後１年が経過するため、免責金額の見直しについて協議した。免責を導入後、事故件数が減少

しているため、今年度は免責金額を据え置くことで一致した。

協議事項２ 電動機器に係る講習会の受講義務について

電動チェンソー使用する場合は、事前にセンターが指定する講習会の受講を義務付けることで一致した。

協議事項３ 樹高が５メートル以上ある場合の受注回避について

  樹高５メートルを超える樹木が敷地内に１本でもある場合は受注を回避していること、また、「５メートル以

上」の数値制限について、適切か否かを協議した。様々な意見が出され、今後も継続して協議することで一致し

た。

■ 第３回安全委員会 １１月９日（金） 開催

【出 席】 横井満之委員長 下山晴雄副委員長 羽生康敏委員 山田富士雄委員

協議事項１ 実施する樹木の高さ制限について（継続協議）

これまでの「５メートル」から「４メートル」に変更することで大方一致したが、最終的な結論を次回に持ち

越した。

■ 第４回広報部会 ８月２７日（月） 開催

【出 席】 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 広報シルバー清須第３８号について

表紙写真を選考し、ページ毎のレイアウトについて最終チェックを行った。

協議事項２ 広報シルバー清須第３９号について

掲載する記事候補をページ毎に協議した。３９号は新年号になるため、亥年生まれの会員に投稿を呼びかけ        

ることを決めた。

■ 第５回広報部会 １０月９日（火） 開催

【出 席】 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 広報シルバー清須第３９号について

会長並びに市長の新年のあいさつ、亥年生まれ会員の投稿呼びかけ、愛知県シルバー人材センター連合会主催

の表彰式、ボランティア活動などを掲載することを決めた。

■ 第6回広報部会 １１月２２日（木） 開催

【出 席】 阿彦武夫副部会長 石原愼委員 海田寿一委員

協議事項１ 広報シルバー清須第３９号について

  前回決めた掲載事項の写真及び文章について、ページ毎に協議した。

協議事項２ ホームページに掲載する事項について

  ホームページに掲載するセンターの情報公開について、他センターと足みを揃え「定款」「事業計画」「収支

予算書」「収支計算書」「貸借対照表」とすることで一致した。

シルバー清須
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受賞おめでとうございます

井田 守

西枇地区

私は６５才まで営業マンとして働き定年後の自由気儘な生活に憧れていました。実際退職後はジム

通いをし妻の買物に付き合い旅行にも行き第二の人生を楽しんでいましたが、それも二、三ヶ月で現

役の頃が懐かしくなり毎日どうにも退屈で悶々と毎日を過していました。趣味のサークルや友人との

お茶会も、それはそれで楽しいのですが何かが違うと思っていた時、シルバーの存在を知り早速登録

し仕事を頂きました。今は無理のない日程で職場の人達や利用者さんとの係りの中、多少の緊張感と

達成感を感じつつ毎日張りのある生活を送っています。

  今年は私が生まれて六回目の亥年で７２才になります。体に悪いと言われる事も随分して来ました

が、大病もせずここまでやってこれたのは日頃から食事や生活面で気を配ってくれた、家内のおかげ

だと感謝しています。

  次の亥年にむかって猪突老進、元気で明るく楽しんで頑張りたいと思っています。

                                      

「猪突老進」新川地区  神谷 浩司

＜長寿会員＞

（順不同、敬称略）

＜模範会員＞

【愛知県シルバー連合会表彰】

村岡 仁

新川地区

白井 主

清洲地区
白松幸枝

新川地区

【愛知県知事表彰】

出口律子

春日地区

大谷美代子

西枇地区

鈴木勝志

新川地区

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 7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模

範会員として６名が受賞されました。

シルバー清須
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「私の人生」春日地区  梅村 伴次

亥年 生まれの会員の声

「初めての事」西枇杷島地区  浦野 一男

生きて行く事は、毎日が初めての事ばかり。子供を育て、今孫の世話をしながら毎日が過ぎて

行く、喜び、とまどい、悲しみ、色々と思わされる、年を重ねるという事は日々新しい事の連続、

それがとても刺激を与えてくれる。

  さて、今年の夏休みに小学生の孫を、２人我が家へ引き取り一ヶ月近く４名の共同生活を過ご

した。色々な事情があってそうなったのだが、一緒に２４時間居ると普段観えない物が観えてく

る。「アララ」とか、「ふむふむ」とか、とても新鮮な気持をたくさんもらった。今振り返ると面

倒をみるのは大変だったが、とても素敵な時間をすごさせてもらって感謝している。

  シルバーの会員になって人の為に仕事が出来る、こんなにありがたい初めての事は、かけがえ

のない事だ。明日に向けて元気に進んで行こうと思っています。   

明けましておめでとうございます。

私は、学校を卒業して五十余年、同じ仕事一筋の男でした。昭和４８年に縁あって、この春日

に来て休みとなれば野球。４０歳の頃、宮重町にソフトボールチームを作り楽しい毎日でした。

５０歳の頃からは、毎週のように海釣でした。師崎港から出る乗合船です。

夏場は、６時出船でしたので朝４時に家を出て着くとすぐ舟の場所取りをして、それから出船

までの少しの間民宿の様な所で一杯飲ませてくれる所があり、そこでコップ酒を時間を気にしな

がら飲む、この間は、何が釣れた、そんな話ばかりしていると舟が出るから早く帰れと店主が愛

想もなく言うけれどそれが楽しみで来ている人ばかりだ。釣れるのは、アジ、カサゴ、メバルな

ど小魚ばかりであるが帰って来て、それを肴に又一杯飲む、これほど楽しい事はないのである。

６０歳過ぎたころ、釣舟屋が廃業してしまい、それで釣は止めた。

今は、次女の双子の孫が保育園から毎日来ます。そして金曜日の夜は、我が家に泊って一緒に

風呂にも入ってくれます。妻と二人暮らしの我が家が賑やかになります。毎週オモチャを買って

くれるな！と、娘に言われますが泣く孫には勝てません。そんな毎日の生活が今の私の人生です。

シルバー清須

「年男を迎え、生きがいづくり」新川地区  小川 幸吉

人生１００年時代、年金や退職金の備えだけでは不安だからとアルバイトに精を出す高齢者も

多い中、私もその一人です。定年退職後の生きがいや楽しさを求めてアルバイトを始めた。自動

車関連（レンタカーの回送業務）を７０歳まで働いていました。その後は、毎日が日曜日状態で

暇を持て余していた時、シルバーで働いている友達の紹介でシルバー人材センターの会員になり

ました。

主に公園の除草作業をしていますが、一般家庭からの依頼もあり、お年寄りの依頼人から喜ば

れております。最初は除草作業に抵抗がありましたが、周囲の環境にもなれ、仲間と共に働き、

仕事に対して生きがいを感じ、楽しく就労しています。

除草班も高齢化になり人手不足。諸先輩の知識・経験を習得し、団塊世代の私たちががんばっ

て働くことで地域に貢献できます。そのためには『健康第一』です。無理せずゆっくりと、『規

則正しい生活』『食生活に気を配る』『軽い運動の習慣を取り入れる』等を実践しています。労働

意欲があって元気な高齢者のニーズは高い。そんな中、シルバー人材センターの会員になり、地

域社会に貢献ができ、仲間が増え、配分金も支給され、生きがいを感じています。

一般企業では７０歳以上の高齢者の雇用は厳しい中、健康で働く意欲ある高齢者を、皆さんの

友達に声をかけてみてはいかかですか。まだまだ潜在的に働きたい高齢者はいると思います、強

力な戦力になるのではないでしょうか。               

（順不同、敬称略）
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◆フレイルって？

加齢に伴い心身の機能が低下した「虚弱」の状態です。

１. 外出が減り活動的ではなくなった

２. 疲れやすい

３. 体重が減少（５％以上）

４. 握力が低下

５. 歩行速度が低下

３項目以上該当すればフレイル、１または２項目は予備群です。

活動量の低下

社会的交流の減少

加齢

慢性的な疾患

◆防ぐためには？

基礎代謝量の低下

エネルギー消費量の低下

ストップ フレイル

食欲の低下

摂食量の低下

筋力・筋肉量の減少

低栄養

筋力の低下

易疲労性

活力の低下

身体機能の低下

歩行スピードの低下

仕事や趣味、家事、運動等で筋肉プラス 朝・昼・晩の食事にたんぱく質プラス

◆原因は？

主な原因は、「筋肉の衰え」と「低栄養」です。

お変わり
ありませんか？

シルバー清須

握力（利き手）

男性：２６ｋｇ

女性：１８ｋｇ

未満は要注意！

◆後期高齢期に増加！

有症率は高齢者の９人に１人、予備

群は３人に１人です。

加齢に伴い有症率は増加します。

健康な状態からフレイルを経て要介護

状態に陥るため、フレイルの予防が大

切です。
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳～

フレイルの有症率

資料：厚生労働省

フレイルサイクル

＜体重減少＞

＜認知機能の低下＞
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編集後記
謹賀新年（２０１９年）

旧年中は、格別のお引立てを賜り厚く御礼

申し上げます。

本年も本誌ともどもご愛顧の程、よろしく

お願い申し上げます。

私は、シルバーに入会して７年になりますが、

理事会、安全委員会等に従事しています。

就業の際は「安全第一」でお願いします。

         広報部会委員 阿彦 武夫

■■ 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

１０月５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１７名の会員が

参加され、高木班長の計画の下、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。

ボランティア活動を行いました！

異常気象の新たな時代が始まった！ （主に新聞報道よる）

昨年６月に土木学会及び地震調査委員会が南海トラフ巨大地震の全国被害を予測し、今

後、３０年以内に震度６弱の地震が発生するとし、７月には気象庁が「異常気象の新時代が

始まった」と発表されました。

  世界でも異常気象が・・・

    ・北極の巨大な氷の溶け崩れなど温暖化が確実に進み始めた。

    ・海流、天空の従来軌道が変化し、台風の進路、魚の拠点の変化など。

私たちの地域は１８年前に東海豪雨という手痛い水災害を受けて以来、災害には

敏感になっており、他地域で起きている災害も他人事には思えません。近年、温暖

化が日常生活でも「暑い、暑い」過去最高の気温更新として出てきており、昨年は

地震や大雨、台風がこれまでになかった地域を襲い、大災害となりました。「災害は

もう来ない」ではなく、「いつ、どこで、何が起こるか予測がつかない時代に変わっ

た」という認識に変え、様々な災害を想定して備えなければなりません。

１．市の地震防災、水害対応ガイドブックの取り寄せ検討

２．家庭内及び近所との話し合い、予防などの検討

３．地区（代表者）での話し合いや市への相談、要請など

                             （広報部会委員：石原）



難しくなった７５歳以上高齢者の免許更新について
平成２９年３月に改正道路交通法が施行、７５歳以上の免許更新が全く変わり、認知症検

査があり、点数が低いと免許がもらえないこともあるそうです。私は、１１月に７５歳で免
許更新をしました。その時の経験をこれから受けられる方々にお知らせします。なお、私
の経験に基づくため「参考程度」に読んで頂ければ幸いです。 （広報部会 石原 愼）

○Ａ 16 種の絵を覚え 20 分後思い出して書く（例 にわとり、なす、犬、みかん、机など）
3～4 種しか覚えられないと落第、下記の訓練をやるとよい。         

警 察
本人、
学校

カ月         誕生月

5 4 ３ ２ １ ０
○1 免 許更 新 知
らせ（認知検査
の通知）

誕生月の５ヶ月前に届く
○2 学 校 へ
すぐ予約
○3 認 知 機
能検査

１検査日の年月日、時間
２時計描画、丸時計の文字盤を
書き、指定時刻の針を書く
３手がかり再生（記憶）下記○Ａ

○4 認 知検 査 の
結果通知書、内
訳

76 点 2 時
間講習
75～49 点
3 時間講
習

受講料 8,000 円

48 点以下
医 師 の 診
断

診断書を提出する。期限内に提
出しないと免許の取消処分に
なることも。

○5 学 校 へ
予約

1 訓話、ビデオ
2 目の検査 30 分
3 車にのる 60 分○6 高 齢 者

講習
○7 免 許更 新 手
続き

○Ｂ 事故や違反のとき、認知再検
査ＯＫなら講習、ＮＧなら免許
返納

鳥 にわとり すずめ からす つばめ 白鳥 くじゃく

やさい なす きゅうり キャベツ 白菜 トマト ねぎ

のりもの 自転車 トラック バス 電車 汽車 新幹線

動物 犬 ねこ 象 キリン さる いのしし

くだもの りんご なし みかん いちご バナナ ぶどう

家具 机 イス 本棚 ベッド そうじ機 テレビ

職業 運転手 会社員 消防士 看護師 職員 パイロット

1.グループ別に 6 つが
すらすら言えて次に
書くと良い（毎日）
2.毎日、きのうの夕食
は何を食べたか思い
出してカレンダーに
書く
（10 分は考えること）

すぐ予約

水平視野
動体視力
夜間視力

（終ったら終了
証を受ける）
教官 1 人に対し 2 人

事前に眼科で検査を受けること（私はめがねを買い替えた）

別紙

練習紙裏

受講料 5,000 円

認知症は誰でも確実に進行しています。人に任せず脳の訓練を毎日
やらなければなりません。

（表１）



覚えた数 １回目 ２回目 ３回目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

結果 　　　　　

練習

おもての「表１」の４２種類のうち１６種類を覚えて、２０分後に下の表に覚えた

項目を記入してください。５項目以上覚えていると良いそうです。


