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シルバー清須

清須市長 永田 純夫

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。

いよいよ、今年は東京２０２０オリンピック・パラ

リンピックが開催され、オリンピック聖火リレーが、

全国４７都道府県を巡る中で、清須市は愛知県の中の

１５市に選ばれました。

また、秋には「あいち朝日遺跡ミュージアム」がオ

ープンし、全国最大規模の朝日遺跡とこの地域の歴

史・文化財の魅力について、愛知県とともに発信して

まいります。

さて、本市の人口はまだ増加をしておりますが、全

国的には人口減少時代に入っており、そうした中にお

いては、若い世代の子育ての希望を実現することが何

より重要であります。安心して妊娠・出産・育児がで

きる環境をつくるとともに、充実した保育・教育を行

い、子育てのしやすいまちづくりを進めてまいりま

す。

また、２０２５年には、団塊の世代が７５歳以上と

なり、高齢化がますます進むことが予想されます。高

齢者をはじめ、全ての市民の皆様の暮らしを地域全体

で支え、誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちづく

りを進めてまいります。

シルバー人材センターの会員の皆様方には、高齢者

の社会参加、生きがいの場として各方面でご活躍いた

だき、心より感謝申し上げます。これからも、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、よろしくお願い申し上げま

す。

最後に、シルバー人材センターの益々のご発展と、

会員の皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、

年頭のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様には、清々しい新年を

お迎えのことと心からお慶び申し上げます。

また、日ごろはセンターの運営に多大なるご協力

をいただき厚くお礼を申し上げます。

さて、今年はいよいよ「東京オリンピック」が７

月に開催されます。出場する選手のみなさんには、

これまで培った技術と努力の成果を思う存分に発揮

してくれることを期待しています。そして我々国民

は、しっかりと応援して選手の後押しをしたいです

ね。

オリンピック開催地に「東京」が選ばれた平成２

５年９月、そのプレゼンテーションで脚光を浴びた

のが「おもてなし」の心でした。これを機に他国で

も話題になり、日本の古くからの素晴らしい接遇方

法として紹介されました。

私は当時、この「新年のごあいさつ」で、シルバ

ー人材センターの業務は、「施設管理」や「観光地の

受付」など、不特定多数の利用者と接する機会が多

いため、心のこもった接遇「おもてなし」を心掛け

ることが大切であるとみなさんにお願いしました。

当センターでは、昨年の事業計画で「派遣事業」

「家事援助事業」「家事サポート事業」を三本柱とし

て進めていくことを示しました。これらの事業を大

きく育てていくために、これまで以上に「おもてな

し」の心を持って業務にあたり、市民に親しまれる、

身近なシルバー人材センターを目指す必要がありま

す。どうかみなさまのご協力をお願いします。

最後に一年間、ケガや事故の無いようお願いし、

みなさまのますますの発展を祈念して、新年のあい

さつとさせていただきます。

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 古川伊都子

<常務理事> 松村和浩

<監  事> 玉腰征男 河口直彦

会長  山内 修
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✍ 

一般会計収支補正予算（第３号）について

  理 事 会 正会員会費規程の一部を改正しました。

  ☞ 新しい仲間が増えるように、令和３年以降１月から３月までに会員登録される方の会費を

無料にすることを総会に諮ることを決めました。（ただし、シルバー保険料はいただきます。）

配分金単価基準の一部を改正しました。

  ☞ 清須市周辺（尾東地区）のシルバー人材センター、１０センターの配分金単価基準を参考にし

て、来年度４月１日から２４の職種で改正することを決めました。単価の改正はこれで４年連続

になります。また、「派遣事業賃金単価」及び「きよす家事サポート事業単価」も改正しました。

    ※上記の議案は、総務部会及び就業部会から提案されたものです。

   【総務部会】近藤憲次部会長、山田富士雄副部会長、郡司一誠、瀬尾勇、羽生康敏、向山拓志

   【就業部会】羽生康敏部会長、高井明副部会長、近藤憲次、山田富士雄、横井満之

                                          

                           

総務部会  ボランティア活動を実施します！  

☞ 今年も清掃ボランティア・シルバー事業ＰＲ活動を行います。年々参加者が減っていますので、

皆さん、お誘い合わせのうえご参加いただきますようお願いします。

   《日 時》令和２年２月１７日（月）午前９時～

    詳しくは、同封の案内をご覧ください。

☆☆ 過去の参加者数 ☆☆

平成２８年度  ６２名      

     平成２９年度  ４９名

     平成３０年度  ４２名

                              （昨年度）

                  

シルバー清須
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受賞おめでとうございます

ポイントカードのお知らせ〇                          〇

来年度(４月か５月に予定)から「ポイントカード」をみなさんに配布

します。センタ―行事(ポイント対象行事に限ります。）の際に受付で

カードに押印します。５０ポイントに到達した際は、事務局までお持ち

ください。カードと引き換えにクオカードを進呈します。

  センター行事に参加してクオカードをゲットしよう！

     参加の際は、ポイントカードを忘れずに！！

〇

清水保次

清洲地区

【愛知県シルバー連合会表彰】

＜優秀役員＞

（順不同、敬称略）

シルバー清須

＜模範会員＞

近藤憲次

新川地区

阿彦武夫

清洲地区

このたび、愛知県シルバー人材センター連合会が開催する「事業交流推進大会」におい

て、当センターから９名の会員が表彰されました。今回は愛知県知事から長寿会員１名、連

合会から模範会員として６名、優秀役員として２名が受賞しました。

山田文子

西枇地区

伊藤茂之

西枇地区
関根定男

新川地区

和田朝次

新川地区

上村嘉江子

清洲地区
俵谷時子

春日地区

【愛知県知事表彰】

＜長寿会員＞



― ５ ―

「六回目の年男」新川地区   柿内 賢治

令和二年は、私にとって六回目の年男の年です。前回は還暦でした。

私は、シルバーセンターに入会して、間もない“新入生”で、センターのことがあま

り理解できていませんが、西枇杷島まつりで、中学校のグランドで先輩の皆さんと車輌

の出入りの整理をしたり、西枇の橋のそばで自転車を駐輪場に受け入れたりする合い

間に先輩の皆さんと話をさせていただき、少しづつ仕事がわかってきました。

新川福祉センターでの事前研修では、熱心に教えてくださった先輩会員にありがた

い気持ちになりました。

令和二年、年男として健康で大いにはばたきたい。

「よき仲間とともに」春日地区  ガンバルマン 高井 明

ふふふ、かなり白い毛のネズミのやからの数が又一つ増えた。昨年は母校の応援に熱

い暑い甲子園へ三度行きました。もう少しの所で残念でした。校歌の時は少し涙

が・・・・。

私もこの年からでも色々な事に挑戦していき相変わらず大すきなバトミントン、庭

木の仕事、メダカの世話、そして、日展入賞を目指しの書き物に力を注ぎたいと思いま

す。多くのよき仲間と先人を身習ひうろちょろしながら、お知え伝え思いやりをいつの

日にかと、こんな事が有ったことをお城の天守より眺め書けまするやういい風とにほ

いと共に明らけく頑張って行きたいと存じます。 （順不同、敬称略）

子年 生まれの会員の声

シルバー清須

安全パトロール

１１月１４日、安全委員５名に事務局も

加わって、一般家庭の剪定現場二か所をパ

トロールしました。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

服装などのチェックをしました。また、最

近、県内のセンターでは、剪定作業中の転落

事故が増えていることを伝え、注意を呼び

かけました。
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中
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                    私のお天気ダイアリー  ✏

私は、毎日朝刊の天気予報（午前１時現在）をダイアリーに書き、当日の行動に活用

しています。昨年の残暑は、「最高に暑い」と連日報道されていましたが、どれだけ暑か

ったのかをお知らせします。最高気温を月前（１～１５日までの平均）月後（１６～末

日までの平均）にまとめて下表を作成しました。９月前半の平均気温は、平成 30年より

3.0 度も高く 33度を超えていました。         （広報部会委員 石原 愼）  

９月２０日、にしび創造センターにて、施設

内の剪定及び除草のボランティア活動を行いま

した。西枇地区会員及び同地区を中心に活動す

る他地区の剪定班会員など１８名が参加されま

した。活動は高木班長の計画のもと、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。

シルバー清須

創造センターボランティア活動
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高 血 圧

お変わり
ありませんか？

シルバー清須

高血圧は脳卒中の最大の原因ですが、血圧が高くても症状がほとんどありません。

高血圧の基準は１４０／９０ｍｍＨｇ以上で、昨年、治療の降圧目標が見直されました。

収縮期 拡張期

成 人（75歳未満） １３０ ８０

高齢者（75歳以上） １４０ ９０

糖尿病患者 １３０ ８０

腎臓病患者 １３０ ８０

資料：日本高血圧学会の新指針を基に作成

生活習慣の改善で重視されるのが減塩です。塩分を取りすぎると、血管内の塩分の濃度を一定

に保とうと血液量が増え、血圧が上がります。

減塩で健康長寿

塩分は１日６ｇまでだよ！

【2017年厚生労働省調査】

７０歳以上の食塩摂取量（１日あたり）

男性 10.9ｇ 女性 9.4ｇ

治療の降圧目標血圧の分類

※いずれも診察室血圧

数字は未満

単位：ミリＨｇ

140
以上

130

120

収縮期

正常高値血圧

正常血圧

90 以上80
※単位：ミリＨｇ

拡張期

高血圧

高値血圧



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  ※必ずセンター事務局まで連絡後、

シルバー会議室        筆記用具を持ってお越しください。

    時 間：午後１時３０分～        

    開催日：毎月第３金曜日         

・ ２月２１日（金）             

・ ３月１９日（木）              

・ ４月１７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 新年明けましておめでとうございます。

昨年は、広い地域で度重なる大災害に見舞われてしまいま

した。ご苦労されている方々の少しでも早い回復と、今年を

平穏無事に暮らせるようにお祈りするばかりです。▽４ペー

ジに掲載の受賞者の皆様おめでとうございます。一層のご指

導をお願い致します。▽私夫婦は、息子夫婦・孫たちと一緒

に暮らしています。家族の誕生日に全員で、小五の孫のリー

ドで「人
じん

狼
ろう

ゲーム」と言う遊びをしました。友達の間で流行

っているようです。村人と人狼の二つに分かれて戦い、会話

と推理がメインの大人用の難度の高いゲームですが、子供や

じじばばでも参加できるように、家族内でルールを簡素化し

て楽しみました。詳しくはインターネットで調べられます

し、本屋等でゲームのセットを購入できます。家族全員でコ

ミュニケーションを。皆様もいかがですか。▽これからも更

に親切丁寧な仕事ぶり・安全と健康第一を心がけ、子
ね

年
どし

年男

の一年を頑張りますので、皆様のご指導をお願い致します。  

広報部会委員 吉田 正明

心からご冥福をお祈りいたします。

村田 正夫 様（西枇地区）

令和元年１０月２１日 逝去

■■ 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


