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は、８３ 人でし た。
総会は別府 后
理 事 の 「開 会 の 言
葉」に続いて、杦村
喜芳理事長より挨
拶があり ました 。
理事長は、『第二
次安倍内閣が誕生
しまして１年半、デ
フレ脱却を目指し
たアベノミクスも
今のところ順調に
進んでいるといわ

れており ます。
私たち国 民の関 心は アベノミ クス第 三の 矢
の成長戦略 に集まっ ており、私 たち大い に期
待をし、し っかりと 見守ってい かねばな りま
せん。一方 ではこの ４月から、 消費税の 増税
がありまし た。この ような日本 経済の不 安と
期待感が膨 らむ社会 情勢の中で 、公益法 人と
して今年で ４年目を 迎える当シ ルバー人 材セ
ンターで ござい ます 。
お蔭様で シルバ ーの 事業は、 地域の 高齢 者
の活動を支 える不可 欠な存在と なり、年 々そ
の重要性は 増してお ることは、 嬉しいこ とで
あります。 今後もよ り地域に認 められな くて
はならない センター として、職 員共々会 員の
皆様のお役 に立てる ように事業 発展のた めに
頑張ってい く所存で ございます 。どうか 会員
の皆様の更 なるご支 援とご協力 をお願い する
ものでご ざいま す。
最後にな ります が、 会員の皆 様の健 康そ し
て事故には 十分注意 をして頂き たいと思 うわ
けでござい ます。昨 年は全国的 に重篤事 故が
増えており ます。小 さな心の油 断が大き な事
故につなが ってゆく わけでござ います。 安全
の心得みん なで守ろ う十カ条、 これもこ の議
案書の最後 に添付し ております ので、も う一
度皆さんも 確認をし て頂ければ と思いま す。
本日の総会 終了後に は、香芝警 察署より 交通
安全につ いての 講演 をお願い してお りま す。
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第二十六六六六回定時総会がががが開催されました
当センターの第
回定時総会が５
月 日、香芝市ふ
たかみ文化センタ
ー市民ホールで、香
芝市長並びに市議
会副議長の出席を
頂き、盛大に開催さ
れました。当日の会
員数は、４８０人
で、この内、総会に
出席された正会員
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皆さんど うか最 後ま でよろし くお願 いし
たいと思います。』と述べられました。
続いて 、ご 臨席 を頂 いた吉 田弘 明市 長
から祝辞を頂きました。市長は、
『 この５
月末をも って市 長就 任丸２年 を経過 いた
しまして ６月１ 日か らいよい よ折り 返し
の年にな ります 。特 に皆様方 にご報 告し
ておかな いとい けな いのは、 いろい ろ懸
案であっ た財政 状況 につきま しても ここ
にいらっ しゃる 細井 副議長様 はじめ 、議
会のお力 添え、 そし て職員の 努力も あり
まして何 とか赤 信号 から黄色 信号へ と推
移してま いりま した 。そうい った中 、本
日は香 芝市 シル バー 人材セ ンタ ーの 第
回の総会 がこの よう に開催さ れるこ とを
心からお祝い を申し 上げたいと思 います 。
人材セン ター並 びに 皆さんに おかれ まし
ては日ご ろ香芝 市政 に格別の ご理解 を頂
き、また 地域の 活性 化にご尽 力を賜 って
おります ことを 御礼 を申し上 げたい と思
います。 また、 理事 長をはじ め役員 の皆
様方にも 人材セ ンタ ーの理念 であり ます
自主・自 立・共 働・ 共助、こ ういっ た中
で高齢者 の生き がい 働きがい 地域の 活性
化にもお 力添え いた だいてお ります こと
を高段か らであ りま すが敬意 を表し たい
と思いま す。
皆さん もご存 じの とおり、 国のほ うで
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は少子高齢化 という お話をされて います 。
高齢者が ３千２ 百万 人を超え 、そし て年
金はお神 輿の担 ぐ状 態から騎 馬戦状 態そ
して肩車 状態、 また 介護保険 が増大 して
いく高齢 者に対 して ネガティ ブな話 が多
くございますが、私はやはり高齢者の
方々には 生涯現 役で いただく ことに 力を
入れてい かなけ れば いけない と思っ てお
ります。 市とい たし ましても 生涯現 役で
いていた だくた めの 施策を盛 り込ん でい
きたい とお もい ます 。昨年 月に スタ ー
トさせて 頂きま した デマンド 交通も その
一つです 。沢山 の方 々に登録 頂き、 沢山
の方々に ご利用 いた だいてお ります 。自
分で自ら 買い物 に行 く、自分 で自ら 電車
を乗り継 いで孫 の顔 を見に行 く、美 容院
に行く、 友達と お昼 ご飯を食 べる、 いろ
んなこと をする こと によって 自主・ 自立
が実現し ていき ます 。これを 一方で 支え
ていくの がまた は広 げていた だくの が、
シルバー 人材セ ンタ ーの大き な役割 であ
ると私は 思うの です 。人は自 分が必 要と
されると 感じて いる 間は、年 負わな い、
私はその ように 思い ます。こ れから も人
材センターに 期待す ること多ござ います 。
私も全力 で皆様 方の 力添えを してい きた
いと思い ますの で、 皆様方の ご努力 そし
て協力も 合わせ てお 願い申し 上げた いと
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思います。』と述べられました。
続いて 、公 務出 張の ためご 欠席 され た
森井常夫 議長に 代わ り、ご臨 席を頂 いた
細井宏純 副議長 から 祝辞を頂 きまし た。
副議長は 、
『シ ルバー 人材セン ターの 会員
の皆様は 、長年 培わ れました 知識や 経験
を活かし て頂き まし て、いろ んな業 務・
業種をこ なして 頂き まして日 々活動 いた
だいてい るもの と思 います。 今後も 、定
年を迎え られた 方、 あるいは 高齢の 方も
含めまし て生き がい のある日 々を送 るた
めに仕事 を兼ね て生 活をしよ うとす る方
が段々と 増えて まい る、この ように 思う
わけでご ざいま す。 このシル バー人 材セ
ンターは そうい った これから もお越 しに
なる数多 くの方 々の 就業の一 大拠点 とな
ってこれ からい ろん な業務・ 業種に 励ん
でいただ く必要 がご ざいます 。これ から
新しく会 員に成 られ る方も含 めまし てそ
ういった 仕事場 の環 境づくり に皆様 方の
協力をお 願いし たい わけでご ざいま す。
また、こ れから ６月 ・７月・ ８月と 暑い
時期が続 いてま いり ます。昨 年来か らい
ろいろと 話が出 てお りました 、熱中 症で
ございま す。こ れは 、室内で あるか ら大
丈夫であ る屋外 だか ら危険で あると 、こ
のように も言い 切れ ないよう でござ いま
して、あ くまで も会 員皆様の それぞ れの
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体調や体 力、そ れに よって熱 中症に かか
る、かか らない の差 が出てく るわけ でご
ざいます 。この 点会 員の皆様 方も十 二分
にご留意 頂きま して これから の活動 に励
んでいた だきた いと 思います 。シル バー
人材セン ターの スタ ッフの皆 様にも 、会
員の皆様 の健康 面に ついては いろい ろと
ご配慮いただきたくお願いいたします。』
と祝辞を 頂きま した 。
続いて議 長に濱 西利 昭理事が 選任さ れ、
議事録署名人 （２名）の選任の後、本総
会に提出 した議 案の 審議に入 りまし た。
まず、 第１ 号議 案 平成 年度収 支補 正
予算及 び、 第２ 号議 案 平 成 年度事 業
報告と 、第 ３号 議案 平成 年度 収支 決
算報告に ついて 審議 されまし た。
平成 年度収 支決 算で は、仕 事の 受注 契
約金額は ２億４ ５０ 万円、う ち会員 に支
払った配 分金は １億 ６，５６ ６万円 、セ
ンターか ら仕事 の提 供を受け 就業し た会
員は３９５人 （就業率８３．３％）等の
事業実績 の報告 があ り、いず れも承 認を
いただき ました 。
続いて第 ４号議 案 役員の選 任につ いて
を議題とし、任期満了に伴う、理事 名、
監事２名 の候補 者が 提案され 、質疑 に移
り、今回 新たに 選任 された役 員の選 考理
由につい てどの 様な 基準で行 われて いる
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算 （第４回決算前）案について
のか質問 があり まし た。これ に対し 、理
③第３ 号議案 平 成 年度事 業報告 に
事１名に ついて は、 シルバー 事業に 関係
ついて
の深い役 職にあ る市 職員であ り、ま た、
④第４ 号議案 平 成 年度収 支決算 報
監事１名 につい ては 、過去に 当セン ター
告につい て
の事務局 長を務 めて おり、セ ンター につ
⑤第５ 号議案 平 成 年度監 査報告 に
いて十分 熟知し た人 物である 、と事 務局
ついて
の答弁が あり、 第４ 号議案は 、議決 承認
⑥第６ 号議案 役 員の選任 ついて
されまし た。続 いて 第５号議 案 理 事長
に対する権限 委任に ついても承認 を頂き 、
⑦第７ 号議案 理 事長に対 する権 限委
すべての 議事が 終了 し、有山 和代理 事の
任につい て
「閉会のことば」で総会は閉会しました。
⑧第８ 号議案 第 回定時総 会の招 集
の手続き 等の件 につ いて
最後に 本総会 をも って退任 される 、岡
田紀郎監事か ら退任 の挨拶があり ました 。
いずれも 議決・ 承認 されまし た。
今回の 総会 は、 開会 中に関 電の 停電 事
☆第２回役員会 （５月 日）
故があり 、途中 総会 を一時中 断し、 急き
①第１ 号議案 正 会員入会 申込者 の承
ょ会場を 市役所 の会 議室に移 しての 再開
認につい て
となりま した。 当日 参加の会 員の皆 様に
入会申込者数６名 （男６・女０）
は大変ご 迷惑を お掛 けいたし ました が、
正会員 入会 申込 者全 員の入 会を 承認 さ
香芝市役 所関係 当局 の協力も 頂き、 お蔭
れました 。
様で無事 総会を 終了 すること ができ まし
☆第１回臨時役員会 （５月 日）
た。
①第１号議案 理事長 （代表者理事）
の互選に ついて
②第２号議案 常務理事 （業務執行理
事）の互 選につ いて
決議の 結果、 全員 一致によ り理事 長に
は杦村 喜芳 氏、 常務 理事に は平 井光 男
氏が選任 されま した 。
☆第３回役員会 （６月 日）
◎◎◎◎役員会のののの開催状況
☆第１回役員会 （４月 日）
①第１号 議案 正会 員入会申 込者の 承
認につい て
入会申込者数７名 （男６・女１）
②第２ 号議案 平 成 年度収 支補正 予
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片 山

勇

男
1318

松 下 雄 樹

男

1327

藤 原 章 吾

男
1319

三 好 良 照

男

1328

植 村 康 博

男
1320

田 畑 史 朗

男

1329

藤 井

誠

男
1321

角 谷 路 子

女

1330

髙 尾 千惠美

女
1322

筒 井 邦 彦

男

1331

松 本 忠 子

女
1323

塩 飽 利 一

男

1332

若 林 匡 行

男
1324

秋 丸 良 行

男

1333

坂 上 徳 康

男
1325

岡

男

◎◎◎◎役員のののの選任について
当セン ター役 員の 任期満 了に 伴い 、第
回定時総会において、理事 名と監事
２名の方 が選任 され ました。 役員の 皆さ
んは、次 のとお りで す。
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◎会費の 納入と 会員 証の更新 につい て
①会費 の納入 につ いて
当 セン ター 会費 規程に より 、平 成
年度会費 （１，２００円）は、本年
４月 末日 ま でに 納 め て頂 くこ と にな
って いま す 。未 納 の 方は 、ご 足 労を
おか けし ま すが 、 至 急に 事務 局 まで
ご持参下 さい。
②会員 証の更 新に ついて
会員 証は、 毎年 ４月に更 新して いま
す。 新し い 会員 証 を お持 ちで な い方
は、 更新 し ます の で 、古 い会 員 証を
持参の上、事務局までお越し下さい。
◎事務局 へ電話 され るとき
まず 、
「会員の○○○○です」と、フ
ルネー ムで 言っ てく ださい 。よ ろし く
お願いし ます。
◎事務局 職員採 用試 験を実施 します
・職種
一般事 務職
・採用 予定人 員
１名
※詳細 につい ては 、７月７ 日発行 の
広報かしば 「お知らせ版」に掲載し
ておりま す。

仕事中にににに、、、、事故やややや急病など緊急事態がががが起起起起ここここ
ったときは、、、、センター事務局へへへへ連絡してく
ださい。。。。
センター事務局 ７９ ―――― ６６０１
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◎◎◎◎毛筆筆耕講習会 （（（（技能講習会））））
・開催日 平成 年 月１日～
毎週 「水曜日」開催 （計 回）
・時 間 午 前 時～午後３ 時
・場 所 当 セン ター会議 室
・定 員
名程度
・申込み ８月 日 （金）まで
前回の講 習会を 受講 された方
も参加で きます 。受 講料無料
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①第１ 号議案 正 会員入会 申込者 の承
認につい て
入会申込者数４名 （男２・女２）
正会員 入会 申込 者全 員の入 会を 承認 さ
れました 。
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男
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◎◎◎◎新入会のののの皆皆皆皆さんを紹介します
（平成

芳 林 正 勝
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