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公益社団法人　福岡市シルバー人材センター

会員の皆さまのご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

　福岡市から実施事業所の指定を受けて、平成

２９年４月に開始した「介護予防・生活支援型訪

問サービス」。今年２年目を迎え、７月時点での

実施件数は３８件となっており、全区でサービス

を展開しています。

　サービス提供時間は１回１時間以内で、掃除・

洗濯・買い物・調理の中から、利用者のケアプラ

ンに沿って実施します。サービス利用の多くは掃

除支援で、これに他の内容を組み合わせて行うこともあります。

　サービスの利用は、高齢化の進展に合わせて今後ますます増加する見込みであり、市内

全域で提供を行っていくためには、より多くのサービス従事登録者が求められています。

　現在会員のサービス従事者登録は、全市で２０６人（１区当たり３０人前後）となってい

ますが、サービスに従事するためには、ヘルパー２級以上の有資格者であるか、又は福岡

市の研修修了が必要です。その福岡市主催の「生活支援型訪問サービス従事者研修」は、

今年の秋以降に開催される予定です。

「やってみたい！」と思われる方は、ぜひ各出張所または本部にお問い合わせください。

「生活支援型訪問サービス」７区で展開中！
～あなたの力を待っています～
「生活支援型訪問サービス」７区で展開中！
～あなたの力を待っています～
「生活支援型訪問サービス」７区で展開中！
～あなたの力を待っています～

お客様の掃除を支援する会員（写真中央）
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博多区 日　時：７月１２日（木）午後１時～
場　所：博多市民センターホール
参加者：９３名

主な議題　
■ 古賀委員長及び来賓挨拶
■ 安全宣言
■ ＤＶＤ視聴（高齢者と交通ルール）
■ 合唱（東光寺保育園、シルバー合唱団）
  独唱（シャンソン歌手　野上由喜様）
■ 抽選会

中央区 日　時：７月１０日（火）午前１０時～
場　所：福岡市市民福祉プラザ
参加者：１１１名

主な議題
■ 渡辺委員長、桑田常務理事他挨拶
■ 安全講話「ヤクルトウン知育教室」
■ 安全就業促進と事故状況説明
  中央区は事故件数が昨年を上回るペースで推移していると、
  注意喚起がなされました。
■ 会員代表による安全宣言並びにスローガン斉唱

南　区 日　時：７月１８日（水）午後１時３０分～
場　所：南出張所２階会議室
参加者：２２名

主な議題
■ 児嶋副委員長より事故の要因と対応策について
■ 講　　演 「超高齢社会を迎えて」
　　　　　　講師　福岡市保健福祉局高齢社会政策課
　　　　　　　　　企画調整係長 上田誉様
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西　区 日　時：７月１１日（水）午前１０時～
場　所：西市民センター
参加者：７６名

早良区 日　時：７月１３日（金）午前１０時～
場　所：早良市民センター
参加者：８１名

城南区 日　時：７月２４日（火）午前１０時～
場　所：城南市民センター
参加者：８８名

主な議題
■ 橋本委員長挨拶及び来賓代表挨拶
■ 第一四半期（４～６月）事業報告及び事故発生状況報告
■ 講　　話 「認知症予防について」　
　　　　　　講師　櫻井智子様（保健師）　
■ 運動実技 「有酸素運動と脳トレで認知症予防」　
　　　　　 「筋力アップで転倒予防」　
　　　　　  講師　森口晴美様（健康運動指導士）
　　　　　  他　城南区生き活き講座スタッフ
　　　　 　（城南区地域保健福祉課）　 

東　区 日　時：７月１１日（水）午前１０時～
場　所：なみきスクエア（東市民センター）
参加者：７３名

主な議題
■ 波多江委員長、桑田常務理事 他挨拶
■ 講　　演 「高齢者のお口の病気」
　　　　　　講師　福岡歯科大学地域連携センター　
　　　　　　　　　高齢者歯科教授　内藤徹先生

主な議題
■ 小林委員長、桑田常務理事他挨拶
■ 菊堂副委員長より事故の要因と対応について
■ 講　　演 「超高齢社会を迎えて」～人生100年時代～
　　　　　　講師　福岡市保健福祉局高齢社会政策課
　　　　　　企画調整係長 上田誉様

主な議題
■ 生島委員長、西部業務センター山田所長 他挨拶
■ 講　　演 「高齢者の交通事故防止について」
　　　　　　講師　西警察署交通課警部補 渡邉 賢治様

　　　　　 「ニセ電話詐欺防止について」
　　　　　　講師　西警察署生活安全課防犯係長 加藤 繁様
■ 安全宣言…剪定班 班長 松村 角五郎会員　
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お孫さんはメダリスト

はかたく博多区

　今年２月に韓国平昌で開催された第２３回オリン

ピック冬季競技大会での日本勢の活躍は皆さんの

記憶に新しいことと思います。

　博多出張所吉原晴雄会員の胸にかけられたメダ

ルは、同大会の女子スピードスケートでお孫さんの

高木菜那・美穂姉妹が獲得し

た金・銀・銅メダルです。

　吉原会員はお孫さんからの

大きな贈り物にたいへんご満

悦の様子でした。

 吉原さん、高木菜那・美穂さん

改めておめでとうございます。

生活支援サービス従事登録者研修・会議の開催
　６月２７日（水）

午前９時３０分か

ら博多出張所会

議室において平

成３０年度第１回

生活支援サービ

ス従事登録者研

修・会議が開催されました。

　初めに本部堤就業機会創出課長から、「介護保

険制度による生活支援サービスを昨年からシルバ

ー人材センターでも実施していますが、今後サービ

スを受けたいとの申し込みの増加が予想されること

から、介護保険法に基づく従事登録者のスキルア

ップを図ることを目的に本研修を各出張所で実施

しています」との挨拶がありました。

　次いで、同課川野職員から、介護保険のあらまし、

高齢者の身体の変化について説明がありました。

　休憩をはさんで、会議に移り、川野職員から生活

松田理事長との意見交換会開催

街頭指導で女性会員が活躍中

ちゅうおうく中央区

　６月２６日（火）

午後４時から中央

出張所に於いて、松

田理事長と中央出

張所事務補助職員

との意見交換会が

開催されました。

　冒頭松田理事長より「常日頃改革改善に向けて思

っていることなど、遠慮なく意見を出して欲しい」と

の話があり、和やかな雰囲気の中にも活発に意見

交換がなされました。主な内容は次の通りです。

①　事務補助職員の就業日数が少なく、業務に支

障を起こしているので緩和して欲しい。３年間

の就業期限も短すぎる。

②　新規会員の希望職種への偏りが多い。新規会

員は多いものの、退会者も多く鼬ごっこで、希

望職種に沿った新規就業開拓が必要である。

③　除草班長の待遇改善を図って欲しい。班長は

　街頭指導とは自転車放

置禁止区域での違法駐輪

の撲滅を目的に、違法駐

輪の整理や違反者へのル

ール説明をするものです。

　街頭指導と言えば男性

の仕事と思われがちですが、中央出張所では現在

女性２人がその街頭指導に従事しています。

　就業中の山崎会員は「最初は女性と言う戸惑い

もありましたが、今では仕事にも慣れ、市民の方と

の距離も近くなり、笑顔を忘れずに励んでいます」

と話されました。

　このように街頭指導は女性にも開放された就業先

ですので、希望者はぜひ出張所までご連絡ください。

　

支援型訪問サービスの

現状や概要について説

明、就業体験者の報告、

質疑応答・意見交換が

あったあと、登録希望者

の手続きなどを行い会

議を終了しました。

見積りや諸手配、日報整理など激務で、今のま

までは班長のなり手がいない。

　最後に、理事長より貴重な意見を今後のシルバー

事業運営に生かしていきたいとの話がありました。

広報委員　大津 英世

広報委員　白石 寛治

いたち
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南区役員会

みなみく南区

　６月２０日（水）午前１０時から南出張所会議室

において開催されました。

　冒頭、安村功雄新委員長の挨拶があり、続いて

協議事項で派遣関係事務補助職員新任１名と地

域班長５名が交代、承認されました。

　引き続き、本部報告事項などの後、質疑応答で

は、地域班長か

ら地域懇談会

の参加呼び掛

けなど、問題点

として意見交換

がありました。

　５月２０日（日）午前１０時から南出張所におい

て開催しました。駐車場を開放し、なのみ学園（会

員派遣先）様のクッキーやお茶、会員手づくりの服

や小物を販売しまし

た。２階会議室で

は、会員や近くの人

達２３名が集まり、

ソフトバンク梅川氏

よりスマートフォン

「初心者向け」で

高齢者でも簡単に

使いこなせる話が

ありました。

 参加者は興味深く

聴き入り、利用方法

南区ホビーフェスタ開催

城南区役員会

カラオケは絆じょうなんく城南区

　城南市民センターで６月２６日(火)午前１０時か

ら３１名の出席で、役員会が開催されました。橋本

新委員長が就任して、初めての役員会です。新委

員長の挨拶の後、事業報告、各班長からの報告が

ありました。　　　　　　　　　　　　　

　その中で七隈（Ａ）の市澤地域班長から「隣家

の庭が時折剪定され、つい最近もシルバー剪定班

の会員が３～４名来ていました。近隣にも明るく挨

拶し、テキパキと作業され、見ていて快く感じまし

た。当方にはみ出した枝やツルも剪定され、地面の

草もきれいに抜かれ、見事に片付いていました。そ

の丁寧な仕事ぶりに心打たれる思いがしました。」

との話に場が和み、拍手がおこりました。　　　

　続いて安全

就業及び事故

報告、地域懇談

会の開催方法

についての討議

があり、無事終

了しました。

　茶山駐輪場の忘

年会の二次会で、カ

ラオケに行くことに

なりました。参加し

た全員が、ほろ酔い

の談笑の中、一人が

歌い始めると、段 と々盛り上がってきました。皆さ

ん歌が上手で、女性会員と「麦畑」のデュエットが

始まると、拍手喝采でヤジも飛んできました。　

　普段は真面目で堅物だと思われた人が、こんな

歌も歌うのだと別の一面を見て、今までの印象が

変わり親密感が増しました。

思いっきり歌いストレスも発散して、「こんなに盛り

上がるのなら今後もカラオケをやろう」との話にな

りました。今は、

理事や福大前・

金山・梅林の駐

輪場からも参加

し広がりをみせ、

幅広く親交を深

めています。

広報委員　小寺 勇吉

などの質疑応答があり終了しました。

　午後は、カラオケ大好きな会員が集まり、日頃の

ストレスを発散し午後４時に終了しました。

広報委員　水田 國生



理事長と出張所との意見交換会

地域班長会議開催さわらく早良区
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　早良出張所で６月２２日（金）午後３時から、理

事長との意見交換会が開催されました。出張所担

当者が各自の業務について現状、問題点、要望等

の意見を述べました。各担当者が発表した後、波

多江委員長より補足説明や要望等があり、それに

応じて本部より意見、アドバイス等がありました。

　松田理事長から「このような機会を作っていた

だいて有難い。同

じ方向を向いて仕

事をしていくために

も、意見交換し合

う事が大切」と説明

がありました。本部

と出張所とのコミュ

ニケーションを図

り、相互理解を深

める上で有意義な

交換会でした。

　早良出張所で６

月２２日（金）午前

１０時から、地域

班長会議が開催

されました。波多

江委員長から先ず

定時総会について

の報告があり、続

いて２９年度の事

業実績、今後のスケジュール等について説明があ

りました。

　主な議題は次の通りです。

①　総会で波多江委員長理事と井上専任担当理

　　事が再任された事

②　数値目標と実績報告

③　今後のスケジュール

　　・地域班長会議：８月２３日（木）、１０月２２日（月）

　　・地域懇談会：９月より各地域で順次開催

　　・女性会員のつどい：９月２０日（木）

剪定班・刈払班 全体会議

平成30年度第2回役員会にしく西区

　５月９日（金）午前１０時から西出張所共用会議

室にて３４名の出席で開催されました。

　城委員長から、平成２９年度の事業実績の報告と

軽トラック積載量を守るようにと話がありました。

　安全適正就業対策については、石飛ばし、自動

車事故、転倒・落下事故をゼロにする為の対策な

どの諸注意がありました。また会員が高齢者であ

ることを自覚し、安全適正就業基準等を遵守する

よう再確認されました。なお仕事の配分は、班ご

とにばらつきが出ないようにお願いしたいと話が

ありました。

　最後の運転時認知障害発見リストの『運転中、

行く先を忘れて

しまった』との

声に『重症やろ

う』と笑いが起

こりました。

　６月２２日（金）午前１０時から西出張所会議室

で開催されました。生島新委員長から新役員の紹

介があり、定時総会の報告と本年度の基本方針の

発表がありました。

①　運営の核は会員であり会議、研修の積極参画

②　会員拡大目標１，６００名（公民館活動等）

③　コンプライアンス(法令、規則)遵守の徹底

④　派遣事業にも力を入れ活力ある就業を目指す

⑤　請負、委任での就業時、仕様書内容の徹底

⑥　偽装請負の是正

　　

広報委員　金田 博保

広報委員　田中 千代子
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選挙外部立会人業務研修会開催

地域懇談会開催

ひがしく東区

　６月８日（金）午前１０時から北部ブロックの地域

懇談会がコミセン和白で開催されました。

　和白東A、和白東B、和白、美和台A・三苫、美和台B、

奈多、西戸崎の７地域の会員２３名が参加しました。

　始めに、６月１日に東出張所の役員交代があり、

小林委員長、菊堂・古賀両副委員長の紹介があり

ました。

　続いて、小林委員長のあいさつと事業活動報告、

菊堂副委員長から事故発生状況の説明、本部の石

松就業開拓員より派遣業務の説明がありました。

　最後に、出席者による自己紹介と就業などの情

報交換が活発に

行われました。

　他の地区も順

次開催されます

ので、会員多数

の参加をお願い

します。

　

　６月２９日（金）午前１０時３０分から出張所会

議室で選挙外部立会人業務研修会が会員１９人

の出席のもと開催されました。

　主催は、福岡市選挙管理委員会事務局で、井上

係長が講師をされました。

　病院等で不在者投票立会人になるための心が

まえ、病院等での不在者投票の流れ、不在者投票

立会人の主な仕事をビデオを交えての研修会が行

われました。

　受講者は、今後予定されている平成３０年１１月

の福岡市長選挙及び平成３１年４月の統一地方選

挙などで不在者投票立会人として従事することに

なります。

広報委員　今林 隆雄

西方 靖雄さん
(西区)

　

【入会のきっかけ】
　９年前に妻を亡くし、１年程して向かいの家にシ

ルバーだよりを配っていたのを見て、シルバー人材

センターを紹介していただき平成２２年７月入会し

ました。

【初めはポスティングの仕事でした】
　地図を覚えるまで時間がかかりましたが、家の方

と顔を合わせたら挨拶をして断りを言って入れ、マ

ンションでは管理人さんに断って入れる様にして

います。雨の日はしないので、期限がある時は朝早

く出て配ります。６年間したので交代しました。

　西福岡病院の駐車場管理を５年程と、地域班長

経験も６年間、清掃業務、家事援助サービス、ワン

コインお助け隊にも就業した経験があります。

【仕事の依頼があったら】
　空いている限りは引き受けます。心がけている

事は、顔を合わせた時、仕事が終わった時に必ず

声掛けをする事。顔見知りになると花の名を聞か

れたりして声をかけて下さいます。

【ボランティアと趣味でアクティブな毎日】
地域では、防犯パトロ

ールをしていて、校区

の車に乗り二人で回っ

ています。運動会、餅

つき、夏祭りなどの警

備もしています。

週に５・６日、プールに通って歩いています。３０

分もすると腰の痛みが取れます。

　朝は必ずご飯を炊き、お茶と一緒に仏壇の

妻に供えます。妻が可愛がっていた花を枯らさ

ぬように育てています。『蘭の花』が咲くと嬉

しいですよ。　　　　　　　　　　　 

広報委員　田中　千代子

会員紹介

シンビジューム



マックスバリュ九州株式会社様
（博多区）

　３月８日（木）にシルバー人材センター桑田

常務理事、井上専任担当理事が協力事業所

顕彰で博多区博多駅東３丁目にあるマック

スバリュ九州株式会社を訪ね、志賀統括部

長に感謝状を贈呈しました。

　マックスバリュは全国的に展開されている

イオングループの店舗で、現在福岡市内１１

店舗に３６名のシルバー人材センターの会員

が就業しています。業務は、商品陳列業務か

ら調理補助、カート整理、清掃、セルフレジ

業務など２０業務と多岐にわたっており、ま

さに点から線、線から面に就業先が広がっ

ています。各店舗のマネージャーもシルバー

業務を理解され、就業先の環境も良好なた

め、長く就業する会員が多いとのことです。   

　シルバー人材センターとしては、これから

も高齢者の積極的な社会参加と健康寿命

を延ばし、孤独にしないことを心がけていく

との桑田常務理事の言葉に、志賀統括部長

も同感されていました。　　　　　　　

広報委員　白石 寛治

（南区）
　３月５日（月）に、南区筑紫丘に本部を置

く学校法人純真学園を訪問し、法人本部長

中川幸広様に松田理事長から協力事業所顕

彰として、感謝状を贈呈され感謝の意を述べ

られました。

　シルバー人材センターでは、平成１２年６

月より構内の清掃・植木の剪定・除草・水遣

り・駐輪場管理など多岐にわたり、年間延べ

２００名ほどの会員が就業しています

　松田理事長から、会員の中には経験豊富

な事務職も多数在籍していると話をされる

と、中川本部長は身を乗り出して興味深く聞

き入っていらっしゃいました。。

　担当の下村係長も非常に協力的で、職場

環境も良く、就業会員にとって人気ある職場

です。

　中川本部長は、シルバー人材センターに対

する理解も深く、日頃の会員の働きぶりに感

謝のお言葉をいただきました。

広報委員　水田 國生

学校法人純真学園様

8

就業先情報
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2018
平成３０年６月１０日（日） 午前９時～
各区でラブアース・クリーンアップ２０１８に参加しました。

当日は心配されていた雨も降らず、蒸し暑い中での作業となりましたが、
皆さん汗を流しながら一生懸命にゴミを拾っていました。
参加していただいた皆さん、大変お疲れ様でした。

東区

博多区

南区

早良区

中央区

城南区 西区
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～高取・祖原地区～ 早良区

　西新から藤崎に至る区域は旧唐津街道に沿っ

て西新商店街が形成され、さまざまな店舗が軒を

連ねて賑わいを見せています。この表通りから一

歩足を踏み入れ、商店街の南に位置する高取・祖

原地区を巡りました。福岡藩の御用窯「高取焼味

楽窯」、黒田家の守護神「紅葉八幡宮」、元寇麁原

戦跡の「祖原公園」が散策の対象で、いずれも歴

史を感じさせる場所です。

●高取焼味楽窯

　福岡藩初代藩主・黒田長政は朝鮮出兵のとき

に陶工・八山を連れて帰国し、１６０６年（江戸時

代初期）直方の鷹取山の麓に窯場を設けて陶器を

作らせました。これが高取焼のはじまりで、八山父

子はその後も領内各地で窯を開き、近江の茶人・

小堀遠州の指導で７色の釉薬を使った技法を確立

します。

さらに後の１７１６年（江戸時代中期）、祖原に東皿

山窯が開かれました。東皿山窯は専ら茶器を焼く

窯で、西側数百メートルの所に開かれた西皿山窯

では庶民用の器が焼かれたとされています。味楽

窯は西皿山の地で東皿山窯の技法を継承し、現在

第１５代亀井味楽が作陶を続けています。味楽窯

美術館には、実用品から観賞用の大作まで、代々

の作品が展示されています。

●紅葉八幡宮

　味楽窯に程近い紅葉八幡宮は、もともと１４８２

年（室町時代中期）に

橋本に創建されまし

た。その後福岡藩三代

藩主・黒田光之によっ

て百道松原（現在の

西新パレスのあたり）

に移されています。西

新はこの紅葉八幡宮の門前町として発展し、秋季

大祭の日は登城御免（藩の休日）となって、藩士は

こぞって参拝したと伝えられています。

　明治の終わり頃北筑軌道が境内を横切って敷設

されたため、現在地に移転しました。「紅葉」の名

の通り秋には紅葉が美しく色づき、正月のジャンボ

門松は福岡で最も大きく名物になっています。現

在は新年の参拝者十万人を数え、紅葉山公園と共

に学校、幼稚園の遠足、スケッチ大会や花見、散

策など市民の憩いの場として多くの方々に親しまれ

ています。

●祖原公園

　鎌倉時代中期の１２７４年（文永１１年）、元軍は

今津から百道原に上陸して祖原、鳥飼、赤坂の一体

は戦場となりました。結局、勝敗が決しないまま元

軍は船に引き上げました（文永の役）。この時の古戦

場の一つが祖原山で、以前は海岸線が近くにあった

そうで、ここに元軍の一部隊が陣を構えて日本軍と

戦ったと言われています。眺望のきく山頂に「元寇

麁原戦跡」と書かれた記念碑が建っています。

祖原公園は祖原山と呼ばれる小高い山（標高３３

ｍ）全体を公園にしたものです。高台にあるので西

新一帯、福岡タワー、ヤフオクドームも見渡せます。

63

広報委員　金田 博保

参考資料：福博歴史探訪、

　　    ぶらぶら福岡まちあるき

はちざん

ゆうやく

そはら

そはら
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　西出張所阿比留剪定班の平満さんに、お客様から御礼のお葉書が届

きました。

　このお客様とのお付き合いは３年前からで、初めて庭の剪定を依頼さ

れた際に「なんとかならないだろうか」と頼まれたのが、伊勢神宮から

移設したという松。状態の酷くなっていたこの松を救ったのが、平満さん

でした。それから、毎年シルバーへ剪定をお願いされていたそうです。

　お客様の家の売却が決まり、今年がお庭に入る最後となったそのお葉

書には「長い間ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくられて

いました。

　お葉書をいただいて「本当に嬉しいことです」

「励みになります」と、お二人は笑顔で

仰っていました。

　７月１１日（水）、県連合会が主催する安全適正就業パトロールが、５年ぶり

に福岡市シルバー人材センター（ＳＣ）を対象に実施されました。メンバーは労

働局や県の関係者、連合会、福岡市ＳＣの総勢１６名が参加し、実施先は吉塚

駅東口駐輪場及び博多区内民家の剪定の２ヶ所を回りました。

　駐輪場では、利用客の安全確保、預かった自転車の管理及び料金の管理な

どについて質問があり、安永会員より的確な対応がなされました。

　また、剪定は実際の作業現場を見ていただき、足場の整理整頓、三脚脚立

の安全な使い方、安全ベルト着用による安全確保、トリマーや電源コードの取

扱いなど、安全作業をどのように心掛けているかの確認があり、花田班長より

一つ一つ丁寧に説明をしていただきました。

　さて、福岡市ＳＣでは今年度に入り、事故発生件数が急増しています。急に

忙しくなった、慌てた、予期せぬ事態となった、慣れに頼ったなど、ゆとりのない気持ちや自分への過信が

招いた事故ばかりです。心身ともに健康で共に声を掛け合って、安全作業を心掛けましょう。

　安全パトロールにご協力いただいた会員の皆様にはこの誌面をお借りしてお礼を申し上げます。

福岡県シルバー人材センター連合会安全適正就業パトロールについて

～平満さん、阿比留班のみなさん、ありがとうございました～

「お客さんから言われる『ありがとう！』の

一言が本当に嬉しいとよ」と笑顔で言われる

阿比留リーダー（右）と平満さん（左）

会員数

男　性

女　性

　６,９１１名

　　４,３６５名

　　２,５４６名

傷害事故
賠償事故
自動車事故

６件
３件
３件

１２件

就業者数

就 業 率
事業収入

　３,５７２名

　５1.７％

　５億 ６５２９万円

(平成30年６月末現在)
(前年同月比+４件)合計

平成３０年度 事故発生状況 平成３０年度 実績報告

(平成30年６月末現在)※派遣除く

いいはなしいいはなし ーお客様からの声ー



平成30年度会費の口座振替について平成30年度会費の口座振替について平成30年度会費の口座振替について

口座振替実施日／平成３０年９月２０日（木）

会費のお支払いがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
口座振替を登録すると、配分金等の払込口座から会費を納入することができます。
金融機関へ出向く必要がなく、金融機関へ支払う手数料もかかりません。
口座振替の登録を済ませていない方は、是非ご登録ください。

会費の口座振替｢未登録｣の方へ

　シルバーだより６月号（第１６０号）でお知らせしましたとおり、７月２０日に会費の口座振替を実施しました。
　預金残高の不足などで口座振替ができなかった方を対象に、下記の日程で再度口座振替を実施します。
振替日の前日までに、登録の預金口座に入金をお願いいたします。

事務局からのお知らせ

互助会ボウリング大会
互助会だより

西出張所 博多出張所 城南出張所
東出張所 中央出張所

南出張所 早良出張所

互助会業務委員　小 串  訓 常

個人戦個人戦

1

男性の部　優勝　柴 田  文 男（西　出張所）
女性の部　優勝　岡 村  秀 子（博多出張所） 団体戦団体戦

優　勝　西出張所
準優勝　博多出張所
第３位　城南出張所

　７月２０日（金）博多スターレーンにおいて、１００名の会員が参加して、ボウリング大会が開催されました。
大会に先立ち古賀互助会会長の挨拶があり、永吉実行委員から準備運動を十分に行いゲームに臨んで頂
きたいと話がありました。
大会は午後２時、博多出張所畑中敏子会員の始球式でスタートしました。
ボウリング愛好会で常日頃楽しみ、プロ顔負け上級者の方や、十数年ぶりボウルに振れ、若き時代にタイ
ムスリップした会員の面々が大会参加者です。
　ストライク・スペアが取れたらハイタッチで迎え、ガターが出ても和やかで、出張所を超えた会員相互の
交流ができ、楽しい大会となりました。
今大会は、全委員長にご参加いただき大会を盛り上げて下さいまして、互助会業務委員一同心より感謝
申し上げます。

2 31 2 3

「ふくおかシルバーだより」　
発行元／公益社団法人福岡市シルバー人材センター

◎ご意見やお便りをお待ちしています。
〒812-0044  福岡市博多区千代1丁目25-15
TEL（092）643-8200  FAX（092）651-5000
 HP　http://www.fukuoka-sjc.org/  e-mail   honbu@fukuoka-sjc.org


