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本年も
よろしくお願いします

共働・共助で広がるシルバーの輪

迎春

たいわ

ひだまりの丘奉仕作業（令和元年11月11日）
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シルバーたいわ

中島 一郎

度より「シルバー派遣事業」を導入しまし
た。従いましてお客様との契約形態は請負
契約と派遣契約この契約形態が現在も続い
ています。
お陰様で今年は、大和町シルバー人材セ
ンター十周年を迎えることになりました。
まだまだ元気で活躍している会員の方も大
勢いらっしゃいます。
また、昨年も異常気象に見舞われ、屋外
作業に従事された会員の方、そして、作業
日程が遅れてしまいお客様方には大変ご迷
惑をお掛け致すことになりました。今年
は、穏やかな年でありますよう願いたいも
のです。
今後とも、会員の皆様と一緒にシルバー
人材センターの基本理念「自主・自立・共
働・共助」の精神を大切に、また、日々の
就業面では、安全第一を基本方針として取
り組んで参りたいと思います。
結びに皆々様の益々のご健康とご多幸を
お祈り申し上げ新年のご挨拶といたしま
す。

理事長

大和町シルバー人材センター

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、希望と決意を新たに令
和２年の新春をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年中は町内ご家庭、事業所、企業、公
共団体の方々から深いご理解と信頼をお寄
せいただきまして大変ありがとうございま
した。
同時に大和町長、大和町議会議長、関係
機関の温かいご指導ご支援を賜り感謝申し
上げます。
さて、昨年五月一日に元号が平成から令
和に移行しました。平成の時に誕生した大
和町シルバー人材センターの足跡を顧みま
すと、平成二十二年二月十八日に「まほろ
ば大ホール」で設立総会を開催、平成二十
二年二月二十三日に一般社団法人として法
人登記完了、そして平成二十二年四月一日
に会員百八十五名、事務局職員三名により
シルバー人材センター事業がスタートしま
した。この間、大きな事業の変化としまし
ては、社会経済の変化に伴い平成二十七年
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浅野

年年
新
のの
ご挨拶
大和町長

元

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては健やかに新年を迎えられましたことと謹んでお
慶び申し上げます。
また、皆様には日頃より町政推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
大和町シルバー人材センターは、平成二十二年の設立から本年で十周
年の節目を迎えられますが、基本理念の「自主・自立・共働・共助」の
もと、これまでの誠実で丁寧、熱心な仕事への姿勢が地域での信頼につ
ながり、町民の皆様や事業所からも高く評価されております。事業実績
については、年々着実に増加しており、永きにわたり地域から親しまれ
るシルバー人材センターとして発展してこられ、高齢者の社会参加、生
きがいづくりに大きくご貢献いただいていることに深く敬意を表すると
ころです。
日本は、少子高齢化社会が急速に進んでおり、今後、さらに高齢化が
加速することが見込まれており、本町においても高齢者人口は増加の一
途をたどり、高齢化は着実に進んでおります。このような状況において、
高齢者の方々にご活躍いただける社会のため、高齢者の就業機会の確保
と社会参加を通した働く喜びや生きがいづくり、また、多様化する住民
ニーズや拡大する企業からの派遣ニーズへの対応等、シルバー人材セン
ター、会員皆様の果たす役割もますます大きくなってきております。
大和町は、本年で町制施行六十五周年を迎えますが、これまで以上に
「町内全ての地域で、子どもから高齢者にわたるあらゆる世代・人が、
そして、これから大和町に移り住む人たちも、みんなが誇りと愛着を持
って住み続けられるまちの実現」に向けて、そして高齢者の方々に元気
にご活躍いただけるような地域を目指したまちづくりに取り組んで参り
ますので、皆様方の更なるお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びに、公益社団法人大和町シルバー人材センターの益々のご発展と
会員皆様のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

新年のあいさつ

大和町議会議長

馬場 久雄

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、健やかに新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
また日頃より町議会に対しまして深いご理解とご支援、ご協力を賜り、
心からお礼申しあげます。
大和町シルバー人材センターにおかれましては、設立以来、健康で働
く意欲のある高齢者の就労の場の確保や生きがいの創出などに寄与され
るとともに、地域社会の福祉向上に大きく貢献なされておりますことに
対しまして、深く敬意を表する次第であります。
さて、我が国においては、急速に少子高齢化が進み、人口が減少して
おります。そのような中で成長を継続するためには、働く意欲のある高
齢者が活躍できる「生涯現役社会」を実現することがますます重要とな
ってきております。
シルバー人材センターにおかれましては、今後ともさらに多くの高齢
者の方に入会して頂き、長年培われた知識、経験、技能を生かした幅広
い活動により、就業先や新規事業の開拓など会員のニーズに応えられる
職の開拓に積極的に取り組んでいただき、安心した生活がおくられる福
祉のまちづくりの一翼を担い「生涯現役」の実現に向けてご活躍いただ
きますようお願い申し上げます。
議会といたしましても、高齢者が豊かな知識や能力を生かし、社会を
支える一員として自主的、自発的に就業、ボランティア活動、そして文
化教養活動など幅広く社会に貢献していただけるよう支援して参りたい
と思います。
会員の皆様には、健康管理にご留意いただき、本年が、皆様にとって
健康で幸多い年となりますことをご祈念申し上げ、新年のごあいさつと
いたします。
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シルバーたいわ

保福寺
笹

山

光

シルバーの年男

元気でいる事

もみじケ丘班

滋

住職

野

天祥山

吉

シルバー人材センターの会員になって間もなく十

年が経とうとしております。

私は、人の体は、食べる・寝る・動くという基本

が不可欠だと考えています。

特に動く事は高齢になるとどうしても少なくなり、

体のいろいろな部分の機能低下が進みます。

健康寿命という言葉がありますが、自分はシルバ

ー人材センターの仕事で動いて

いるおかげで機能低下は抑えら

れ、元気で過ごしていると思い

ます。年男の令和２年は、令和

元年同様に過ごせる事が一番の

抱負です。

子年生まれの会員は十八名です。

お客様の声を頂きました

令和２年１月１日発行

紀

「天祥山保福寺」は寛文５年（１６６５年）伊達家家臣による菩
提寺の建立寺院のひとつで、
吉岡領主（奥山大学公、
但木土佐
公）の菩提寺であります。今日まで檀家の方々だけでなく、
歴史
的な面でも町内外より多くの方々が訪れます。それに伴い広い
境内地には「整った環境」と「安全安心な環境」が求められま
す。現在、
保福寺ではシルバー人材センター様にも境内の清掃
作業をして頂き、
環境を維持しており、
檀家さんの方々からも喜
ばれています。
シルバー世代の方々の大変まじめで、
気を利かせての作業に
は頭が下がる思いです。正しく経験の豊富さの賜物であります。
保福寺は多くの方々のお力をお借り支えられている寺院でござ
います。
シルバー人材センターの会員の方々には感謝申し上げると
ともに、
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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本講習会は、台風１９号で甚大な被害を被った大郷町の災害ボラ

ンティアセンターが設置されている、町文化会館で１１月２２日開催

され、大和町シルバー人材センターから男女１８名の会員が参加しま

した。

大郷町のシルバー会員と共に約５０人が一体となり講習に取り組

み・・・いや講習とは程遠い全くの清掃奉仕に取り組みました。

大郷町、大和町の会員で集合写真

私達女性は主に広大なホールや事務室等の床の砂塵交じりの泥を

取り除くモップ掛け掃除に挑戦、
「これでもか、
これでもか」
と、何度拭

いてもすぐ白くなるこれまで経験したことのない講習、いやモップ掛け
講習でした。

側溝やアスファルトの泥のかき出しは男性会員でしたが、それは全

くの重労働でありました。

汗まみれ、泥まみれの作業ではありましたが会員の皆さんは、苦言

窓拭きとポリッシャー掛け

の一語もなく
「被災者の心情がよく理解でき疲れなど感じない」
と吹き
出る汗を手で拭い話していました。

参加者一同、大変きつい初めての他シルバー

との共催講習ではありましたが充実感を味わっ
て帰路につきました。

「河北新報」11月24日掲載記事
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定時総会

普通救命講習会

網戸張り講習会

襖張り講習会

スマホ講習会

安全運転講習会

シルバーたいわ
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宮城県シルバー人材センター連合会

安全就業推進大会開催
10月17日（木）にホテル白萩（仙台市）で宮城県シルバー
人材センター連合会主催の「令和元年度安全就業推進大会」
が開催されました。
式典では、安全就業優良センターとして３団体、県内シル
連合会谷口会長より表彰
バー人材センターから安全就業推進貢献者として28名が表
彰されました。
当センターからは十文字文男会員（吉岡Ｃ地域班）が表彰
されました。
同会員は設立当初から地域班班長と、現在は草刈班班長
も兼務して頂き、就業現場では持ち前のリーダーシップを発
揮され、会員の安全就業のために、状況に応じた適切な注意
や助言を頂いており、その姿勢が評価されこの度の表彰とな
りました。
おめでとうございます。
表彰された十文字文男さん

安全パトロール実施

企業内の屋内作業現場

草刈作業現場

毎年７回、会員皆様の安全就業の意識を高め
るために安全・適正就業委員による安全パトロー
ルを実施しております。
全国的にシルバー人材センターでは草刈り作
業中での飛び石事故が最も多く、当センターの対
策として飛散防止ネットを活用するようにしてお
ります。
今後も事故ゼロを目指し、安全第一で作業の
方をよろしくお願いいたします。

安全・適正就業委員会

令和２年度 安全就業に関する標語の募集
「事故の無い 職場を作ろう シルバー仲間」
令和元年度大和町シルバー人材センター安全就業標語

募集対象者：大和町シルバー人材センターの会員
募 集 期 間：令和元年12月25日～令和２年1月31日 事務所まで郵送か持参願います。
表
彰：最優秀賞 1点
優秀賞 2点 受賞者には、それぞれ記念品を贈呈
なお、発表は2月に開催予定の「安全就業推進大会」席上にて発表します。
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奉 仕 活 動
大和町シルバー人材センターでは奉仕活動を積極的に推進し活動しています

まほろば夏まつりゴミ分別作業

８月４日（日）第２５回まほろば夏まつりが開催されました。
シルバー人材センターは午前１０時から午後６時までの作業でした
が参加会員数１０６名と今までで一番の参加ご協力を頂きました。
暑い中での作業で熱中症などの心配もされましたが、体調を崩す
会員やトラブルもなく、最後まで作業を行いました。
また女性部会役員による、女性の来場者への広告を入れたポケッ
トティッシュを配りながら勧誘活動も行いました。
ご協力いただきました会員のみなさん、ゴミ分別の奉仕活動あり
がとうございました。

ひだまりの丘 除草・草刈・植木剪定作業
１１月１１日（月）に大和町保健福祉総合センター（ひだまりの丘）敷地内の除草・草刈・植木剪
定作業を行いました。８８名の会員が参加、作業途中で雨が降ってきたため作業は中止、２時間ち
ょっとの作業でしたが敷地内はとても綺麗になりました。
今後もシルバー人材センターとして、町の美化のために貢献していきたいと思います。

ラジオ体操

公園内の草取り

落葉清掃

敷地内草刈り

歩道側の植木刈込み

本年もより多くの会員の参加をお願いします
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●大和町在住で原則６０歳以上の健康な方。
●センターの理念を理解し、賛同して頂ける方。
●入会説明会を受け、入会申込書を提出した方（理事長の入会承認が必要です）。
※説明会日時等は下記をご覧ください。
●定められた会費を納入していただける方。
●会員相互に協力し、助け合いながら仲良く就業出来る方。

現在、草刈り・植木剪定・障子襖張り作業をしてくれる会員が不足しております。
経験がある方、未経験だが興味がある方をお待ちしております。

入 会 案 内
●入会説明会●
入会は
「入会説明会」
に参加して説明を聞いてからお決めいただきます。
「説明会」
は毎月原則として第２火曜日
（午後１：３０～）
第３火曜日夜間
（午後６：３０～）
に
《吉岡コミ
にて行っております。
ュニティセンター》
説明会に参加される方は事前にご連絡ください。
●説明会日程●
１月 日中 １４日 午後１：３０～ 夜間 ２１日 午後６：３０～
２月 日中 １２日 午後１：３０～ 夜間 １８日 午後６：３０～
３月 日中 １０日 午後１：３０～ 夜間 １７日 午後６：３０～
※２月１２日のみ水曜日開催となります。
■詳しくはセンター事務局 電話 ３４５－８８５０
お気軽にお電話下さい。

編 集 後 記

ホームページを公開中

明けましておめでとうございます。
昨年は、１０月の台風１９号により町内や、お隣
の大郷町で甚大な被害があった年だったため、今年
はどうぞ穏やかな年であってほしいと願います。
「自主・自立・共働・共助」の基本理念のもと設
立された当シルバー人材センターも今年で１０年に
なります。これも偏に地域皆様のご理解とご協力の
もと、会員皆様の努力の積み重ねの結果であると思
われ感謝申し上げます。
これからも「安全は全てに優先する」を肝に命じ
依頼のあった仕事を丁寧に仕上げお客様に喜んで頂
く事を喜びに頑張っていきたいものです。

広報委員
●㯃

山

温

彦

●髙

橋

雪

枝

●鎌

田

務

大和町シルバー人材センターではホーム
ページを開設しております。
センターの情報や、仕事の依頼もページ内か
ら受け付けておりますのでご覧ください。
また、シルバーへのご意見ご要望がありまし
たら事務局までご連絡ください。

http://www.taiwa-sjc.net/
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