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清須市長 永田 純夫

シルバー清須

謹んで新年の

お慶びを申し上げます

新年のごあいさつ

<会  長> 山内 修   

<副 会 長> 近藤憲次 瀬尾 勇

<理  事> 阿彦武夫 石原 愼 梅村伴次   浦野一男   大勢比佐江 小川幸雄

郡司一誠 下山晴雄 谷川清博   高井 明   藤川 誠    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

<事務局長> 島津行康

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。

昨年の１月に、国内で初めて新型コロナウイルスの

感染者が確認されてから、間もなく１年が経過しよう

としています。新型コロナウイルスの根絶は難しく、

長期戦となっており、社会経済活動の再開に合わせて

感染者数も増加傾向にあります。「３つの密」を避け、

手洗い、うがい、マスクの着用など「新しい生活様式」

を日常生活に取り入れ、感染予防に努めていただきま

すようお願いします。

また、新型コロナウイルスに感染した方やそのご家

族、治療にあたった医療従事者やそのご家族に対し

て、不当な差別や偏見、誹謗中傷などの人権侵害につ

ながることがないよう国や自治体が提供している正

しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。

本市としましては、行政執行体制を強化し、多様化

する行政課題に迅速に対応するため、昨年１０月１日

に組織機構改革を行い、危機管理、財産管理、企業誘

致の担当組織を新設いたしました。安心できる日常生

活や、経済活動を維持していけるよう、市民の皆様と

一緒にこの難局を乗り切ってまいる所存です。

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。

新年あ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、穏やかで清々しい新

年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

また、日ごろから当センターの運営に多大なるご理

解とご協力をいただき、ここまで円滑にこられたこと

に深く御礼申し上げます。

昨年から新型コロナウイルスが世界各地で猛威を

振るい、日本でも毎日のようにテレビなどで新たな感

染者の数が報道されています。以前のように安心して

生活できるようになるのか不安が尽きませんが、いま

出来ることは感染拡大防止に一人ひとりが取り組む

ことであると思います。これからも期限の見えない自

制・自粛を求められると思いますが、コロナウイルス

からご自身を守るため、また周りのことを考えた行動

をお願いします。

さて、清須市でも感染拡大防止のため、市民が楽し

みにしていたお祭りやイベント行事が、次々に中止に

なり、当センターでも企画していた行事の半分以上が

開催できませんでした。みなさんの就業機会が減り、

また、会員間の交流・親睦の場が激減しているからこ

そ、人と人との触れ合いが癒しになるものです。

今回はこの「シルバー清須」が新年号ということも

あり、「会員の広場」では、丑年生まれの方の投稿文

が掲載されています。この企画は読者から、読んでい

て楽しいと評判です。その人の喜びや経験が共有でき

た気がするからではないでしょうか。また、広報誌は

センターの活動状況を知ることもできます。このコロ

ナ渦の中、「シルバー清須」がみなさんの交流の一助

になればと思います。

最後に一年間、ケガや事故が無いように安全には十

分な配慮をお願いし、皆様のますますの健康と発展を

祈念して、新年のあいさつとさせていただきます。
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     理事会・部会・委員会報告      

  事業計画及び収支予算を審議し、可決しました。皆さんには６月に開催予定の

    定時総会で報告します。                               

理 事 会  事業監査を実施しました。（上半期）

新型コロナ感染拡大防止措置の観点から、第５回理事会を書面議決に変更し、「令和３年度予算

編成方針」「派遣事業賃金単価の一部改正」などを審議し、承認しました。また、１１月２４日に

河口、玉腰両監事による上半期の事業監査を行い、経理、業務いずれも適正に処理されていると

の報告を受けました。

総務部会   ボランティア活動を実施します。 今回は１４ポイント付きます❢

令和３年２月１５日に恒例の「清掃ボランテ

ィア・シルバー事業ＰＲ活動」を予定していま

す。                    

詳しくは、同封の案内をご覧ください。

       

（昨年度）５１名が参加されました。

広報部会   誌面で交流を！趣味の話、健康法など投稿お待ちしています。✏

広報「シルバー清須」が創刊から１２年が経ち、今号で４７号になりました。これから５０号、

１００号と続けていきますが、楽しい誌面作りにはみなさんの投稿が欠かせません。みなさん

の投稿をお待ちしています。

※広報に掲載されると、今なら ６ポイント 付きます。

就業部会   配分金単価基準の一部改正を見送りました。

令和３年度の配分金単価基準の一部改正を見送りました。新型コロナの影響を受けて、愛知県

の最低賃金が１円増にとどまったため、今回は見送ることで一致し理事会に提案しました。

シルバー清須
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研修部会  令和３年度の研修会開催の予定です❢

  

①剪定研修会（３月頃）    ④⑤安全作業研修会（７月、１０月頃）

②接遇研修会（８月頃）    ⑥食生活と健康の講習会（１０月頃）

③刈払機研修会（７月頃）   ⑦刈払機スキルアップ研修会（１０月頃）

※カッコ内は開催月の予定です。

安全委員会  
  

９月と１１月に安全委員会が、みなさんの就業先のパトロールを行いました。今回

も剪定、草刈、草取の現場をパトロールし、会員のみなさんに安全就業を呼びかけま

した。今後も引続き安全就業をお願いします。

                  

創造センターボランティア活動を実施しました！

  １０月２８日、にしび創造センターにて、

施設内の樹木の剪定、草取りのボランティ

ア活動を実施しました。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員

など１８名が参加されました。高木班長の

綿密な計画のもと、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



― ５ ―

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が開催した「事業交流推進大

会」において当センターから６名の方が表彰されました。今回は長寿会員１名、

模範会員５名です。おめでとうございました。

【愛知県知事表彰】      【愛知県シルバー連合会表彰】

＜長寿会員＞              ＜模範会員＞

                        

                                            

   磯村久子        西川 昇  宗像修身  梅村和仁   

   新川地区       新川地区  西枇地区     西枇地区    

      

                                                               

                       加藤国光     石場エミ

                       清洲地区  春日地区

（順不同、敬称略）

 もらえるポイントが倍になります❢      

  今年度からポイントカードをみなさんに配布しましたが、新型コロナの影

響を受けて屋内の行事をすべて中止としました。これに伴い、ポイントカード

の獲得ポイント数を全て ２倍 にすることになりました。

シルバー清須
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丑年 生まれの会員の声

シルバー清須

「人生百年時代」清洲地区             浅野なつ子

シルバーに入会し、十年が経ち、あっという間の日々！シルバーの入会説明会で、少し緊張して

いたことを昨日のように覚えています。昨年は、新型コロナウィルスから命を守る行動を！！と、

いう一年でした。私のモットーは、「快眠・快食・快便」を心掛け生涯日々勉強です。

「人生百年時代！」我々団塊の世代、まだまだ若い。少しの努力をし、健康寿命を延ばしていこ

う！

「シルバー人材に入っての幸せ」西枇杷島地区     末永 洋子

シルバー人材にお世話になり、早くも１０年が経ちました。ふりかえれば、いろんな人との出会

い、そして別れがあり、仕事に行くさきざきで温もりを感じた事が多かった様な気がします。清掃

の仕方を教わり、自分よりひと回りもふた回りも離れた人達との会話で改めて気づかされた事が

一杯ありました。

これからもっと老人が増え続け、生きがいをみつける為にも元気でいくつ迄も働く事が幸せを

感じられるでしょうね。認知症も増え、コロナの様な目に見えぬ敵に敗けない様に体力をつけ仕事

も家事も頑張ります。

「はやいもう！！？？」春日地区          渡邉 裕幸

えっえ！（令和３）６回目の１２支、牛さんです。うむむ若い時から、多くの人と仕事の関係か

ら交流があり、若い人から高齢の方との話の中で歳をとると大変だとか、実際に見ていても、車に

乗るのも歩くのも辛そうでつい声をかけてしまう。僕はそんな人達にやさしくなれる、自分のでき

る範囲で、自分もそうなることが予測できるから。そんな自分がその領域に突入しかけている、ガ

ッツ、ガッツだー。

昨年の初め仕事の都合で３ケ月、何もやらずに家の遊び場でパソコンやゲームで１日中、遊んで

いたら、体がだるい、何もやる気がしない何かを飲みたい、食べたい、眠い、明日にしよう年相応

の行動だ、風呂場の鏡を見てゲー大変だ？腰の周りにタイヤがはまっている、ブヨブヨだし、体重

は大幅増加だし、焦って何とかしないと思っても、体が動かない、運動は好きなのでトレーニング

するものはあるけれど、ココロがすぐ折れる、日々そんな自分との戦いです。。。今の仕事にであっ

てから体も軽く、精神も強くもてる様に状態が上向いてるように思われ、嬉しく、、、

これから歳を重ねても、強い気持ちと強い体を維持し、人に優しくパワフルに趣味と夢や希望と

日々暮らしの工夫を考えながら（最新最速パソコンを・・・夢）ガンバルゾ！！！

「１日１日を大切に」西枇杷島地区          水谷 征一

シルバー人材センターの会員になってもう８年が過ぎました。

無経験の仕事を先輩達に指導を受けここまでこれたと思っています。新しい出会いもたくさん

あり興味深い話を聞き今ではシルバー人材センターで働くことが私のライフワークになっており

ます。よく体を動かし、よく会話をし、より楽しむことが健康に過ごす秘訣かなと思っている日々

です。

「賀正 年男を迎え小生の一言 満八十四歳」春日地区  長澤 利彦

昭和、平成、令和となり、昭和四十年に縁あって当地、春日にお世話になり、早五十五年になり

年月のたつのは、早いもんです。

人生百歳時代、元気に生きる事を前進にして無理しないように高齢者向きの体操をして毎日を

楽しく生活をしています。八十歳を過ぎたら素直で笑顔のすてきな年寄りに、頑固でもいいけど年

をとればとるほど素直でチャーミングにならないと清潔感、素直、笑顔のすてきなジジイ、ババア

になれば皆に愛される、愛されると得をする。人から声をかけられる、又孤立もしない。

人が生れてくる時、泣いて生れ周りの人は、おめでとう、と言って祝ってくれる。反対に最期を

迎える時は、自分は笑顔で周りの人に惜しんでもらいたいのが理想。最期に穏やかに笑えるように

良い人生を送りたいね。                       

（順不同、敬省略）
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◆冬に多い
  冬は石油ストーブ、ガスストーブ、ファンヒーターなどを使うことが多くなります。開

放型の暖房器具は大量の酸素を消費します。窓を閉め切り酸素が少ない状態で燃焼したと

き一酸化炭素が発生し、充満すると中毒を起こします。

また、雪で車が覆われて排気ガスが車内に逆流すると非常に危険です。

◆一酸化炭素
一酸化炭素は、色も臭いも刺激もない気体で、極めて強い毒性があります。

◆症状
一酸化炭素は、酸素の２００倍も赤血球中のヘモグロビンと結合しやすく、その結果一

酸化炭素を吸うと身体が酸欠状態になり、脳がダメージを受けます。

一酸化炭素中毒の怖いところは、無色・無臭であるため初期は中毒であることを認識し

ないまま眠ってしまい、その後気づいても動くことができなくて重度の中毒や死に至るこ

とです。

また、数週間後に、記憶喪失、排尿障害などの後遺症を残すことがあります。

    軽度   頭痛、めまい、吐き気、不快感

       激しい頭痛、頻呼吸、昏睡、痙攣、自力で動けない

    重度   意識障害、生命の危機

◆処置
まず急いで新鮮な空気の場所へ移動します。頭痛やめまいなどの症状があれば身体を保

温して医療機関を受診してください。意識がないなど緊急の場合は、迷わず救急車を呼ん

でください。

◆予防
●調理中は換気扇を回す。

●定期的に空気を入れ換える。

シルバー清須

冬の換気

窓１つを５ｃｍ、５分開ける

１時間に１回以上

※できれば対角線となる２か所を開ける

一酸化炭素中毒

お変わり

ありませんか？

室内の空気 ○暖

外の空気 ○冷



   

■■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  ※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１９日（金）             

      ・ ３月１９日（金）

              ・ ４月１６日（金）              

             

              

    

■表紙写真

○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

新年あけましておめでとうございます。

皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

昨年から続いている世界中をかけめぐる「新型コロナウ

イルス感染症」の影響で私たちの生活が一変してしまいま

した。コロナ渦の自粛生活で悔いが残らない時間をいかに

使うかと思います。高齢者の運動機会の減少、運動機能の

低下が課題です。毎日悩み続けず自宅にいながら時間を充

実させる工夫を自由自在に前進させましょう。私達、広報

委員もお互い健康に気を配り精一杯の努力を重ねていく所

存です。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

ます。          

広報部会委員 海田 寿一


