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「空き家等見守り安心サポート」・「お墓の清掃サービス」が
ふるさと納税返礼品に

　当センターが取り組んでいる「空き家等見守り安心
サポート」と「お墓の清掃サービス」が、本年度から福
岡市ふるさと納税の返礼品として登録されました。
　空き家等見守り安心サポートは１万円以上、お墓の
清掃サービスは２万円以上のふるさと納税が対象に
なり、希望者はふるさと納税サイト「ふるぽ」を通じて
申し込みを行います。
　これに合わせて、９月３０日（水）午後２時から中央市
民センターにおいて、同事業に就業する会員や各出
張所の基幹事務担当者ら１８名が参加し研修会が開
催されました。
　研修会では同事業の概要や受注からお客様への

報告までの事務の流れ、作業手順の確認などが行わ
れました。
　今後の取り組みとして、これまでに受注している除
草や剪定から、空き家等見守りサービスにつなげてい
くことや、逆に空き家等見守りサービスの受注を、清掃
や剪定、除草など他の受注につなげること、同時に質
の高いサービス提供に努めることの大切さを確認し
合いました。
　会員の皆さまには、市内の空き家・空き地やお墓の
管理にお困りのご親戚やご友人などからご相談等が
ございましたら、ぜひ当センターをご紹介いただけます
ようお願いします。
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筆耕判定会開催筆耕判定会開催

　令和２年度第1回判定会が、９月２５日（金）に中
央市民センターで開催されました。
　例年判定会では、作品提出後橋本先生により
審査いただき、判定結果（合格・準合格）を後日全
点展示の上発表され、希望者に先生より講評をい
ただいておりました。
　しかし、今年はコロナウイルスの関係で提出さ
れた作品を橋本先生宅へお届けして審査いただ
き、後日判定結果をそれぞれの出張所へ知らせる
こととなりました。
　会場での密を避けるため各出張所より３名以内
とし、参加者は１９名でした。

　会場入り口で、先ず「手の消毒」、そして「検温」
を済ませて受付です。感染防止上２人掛けのテー
ブルには１人にし、入り口ドアや窓も少し開け「換
気」に気配りです。
　１０時１５分に事務局より注意事項、作品提出等
の説明と、小早川専任担当理事より挨拶があり、１
０時３０分より浄書にかかりました。
　「筆耕」とは、筆を使って依頼された賞状等を
書き、お客様から代価をいただくことです。代価

をいただくには一般には（お客様の特別な希望は
別に）「楷書」で書かなくてはなりません。開始前
には「書」の本を見ながら予習されている方もあ
りました。
　字体の正確さもありますが、「紙面の調和（バラ
ンス）」にかなり時間をかけていました。

　出来上がった作
品は、「封筒書き、
賞状書き、全面書
き」等別々に別室の
提出箱に入れます。
　これから当分は、
「ウイズ コロナ」を念頭にした事業展開が強いら
れます。
　コロナ禍に打ち勝っての筆耕班の活躍を期待し
ます。
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調べた理由
◆「校区たんけんで百道小学校近くのたくさんのしせつを見に行きました。ぼく
はそのときはじめてシルバーじんざいセンターというしせつを知りました。だ
からどんな仕事をしているか気になりお手紙を書きました。」

調べて
分かったこと

◆「庭のせん定や草取りをしたり、ちゅうりん場で自転車の整理、お家の清掃・せ
んたく・食事づくりをしたりして市みんのために働いてくれています。」

◆「はたらいている人の年れいが60才から90才なので、びょうきやケガをしないよ
うに気をつけているそうです。とくにあつい夏はねっ中しょうにならないようにつ
とめているそうです。コロナにかからないようがんばっていると思いました。」

◆「シルバー人材センターはみんなのやくにたつ仕事をしていていいと思いました。
はたらいている人が、みんなとしをとってもみんながんばっていると思いました。」

◆「庭の手入れだけではなく、ちゅうりん場の自転車の整理もするのがおどろき
ました。これからちゅうりん場の整理がしてあったら『やってくれてありがたい
な』と思いながら見ようと思います。」

◆「さいしょはなにも思わないで通っていた道にこんな所があったなんて思いま
せんでした。こんな所にいろいろなくふうやお仕事をしているお年よりのため
の所があったなんておどろきました。こんどからはほかの店のくふうやいろい
ろなことを見つけたいです。」

◆「シルバー人ざいセンターについて調べたことで仕事のくふうやないようや
たいへんさがよくわかりました。」

　福岡市立百道小学校3年生の総合的な学習として、学校では百道探検隊の名のもと、
校区にある様々な施設について学習しています。
　ある日、校区探検に行った時シルバー人材センターに興味をもち、もっと詳しく調べるた
め、7月シルバーと手紙のやり取りをしました。その後、児童の皆さんから様々な感想があ
り、以下は皆さんの声を一部抜粋したものです。

（原文のまま）
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イースト・グリーン会ゴルフコンペ

ひがしく東区

広報委員 宮川 洋

　互助会サークル「イースト・グリーン会（代表：吉村義
孝会員）」の第67回コンペが９月15日(火)に、宮若市の
若宮ゴルフクラブで、13名が参加して開催されました。
　秋晴れの絶好のコンディションのもと、競技は、ハン
ディキャップをダブルペリア方式で算出する18ホールス
トロークプレーで争われました。
　深いラフと難しい高麗グリーンに悩まされ、スコアメイ
クにてこずりながらも和気あいあいとラウンドし、秋の一
日を楽しく過ごしました。
　難コースを攻略した荻原茂会員が優勝、２位は近持裕
一会員、３位は山上文夫会員でした。

　次回は、12月15
日(火)に西戸崎
シーサイドカント
リークラブで開催
の予定です。
　問い合わせは、
東出張所まで。

安河内会員、
防犯功労者表彰「金章」受賞

　違反広告物除去作業班の安
河内成一班長は、多年にわたっ
て防犯活動に尽力されたとのこ
とで、９月24日に、令和２年「全
国地域安全運動中央大会」(主
催：全国防犯協会連合会、警察
庁)で、防犯功労者表彰「金章」

(警察庁長官・全国防犯協会連合会会長連名表彰）を
受賞されました。
　平成６年、地域の自治会役員に就任の際「何か地域
のお役に立てば」との思いで、防犯・交通の見守り活動
を始め、今日に至っているそうです。現在は、東福岡防
犯協会の役員をされながら、通学路で登下校する児童
の見守り活動と、公園内の防犯パトロールなどを行って
おられます。
　「地域の方々、特に子供たちから声をかけられたり『あ
りがとう』と言われたときは、活動を続けてきて良かった
なあと思います。これからも皆さんとともに明るい街づく
りに邁進したい」とのことでした。

家事班リーダー会議
　９月１５日（火）午後１時３０
分から博多出張所会議室に
おいて、家事班リーダー会議
が開催されました。
　はじめに、坂稲委員長、櫻
井専任担当理事の挨拶及び出席者の自己紹介が行
われたあと、「シルバー人材センター福祉・家事援助
サービス憲章」が唱和されました。
　次いで、班長・各リーダーから現状報告が行われた
あと、仕事内容の技術的な検討と、どのようにしたら、
お客様の立場に立った温かい対応ができるかについ
て、意見交換がありました。

　最後に畑中担当から
行事予定が報告された
あと、櫻井理事から「研
修会については、新型
コロナウイルス感染予
防のため参加人数が

敬老の日にひょっとこ踊りを披露
　敬老の日、９月２１日
（月）の午前１１時から、
東香園において、ひょっ
とこ踊り（出演者１０名）
が披露されました。
　互助会サークルの「日

向ひよっとこ踊りシルバー愛好会」では、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で活動を一時中止していたため、
これが本年度初のお披露目となりました。
　当日はソーシャルディスタンスを保った３０名余りの
お客様の前で、メインのひょっとこ踊りやどんたく囃
子、炭坑節などの演技を行いました。予定の演技を
すべて終えたあともアンコー
ルに応え大好評のうちに幕
を閉じました。
　ひょっとこ踊り愛好会の皆
さん、大変お疲れさまでした。

はかたく博多区

広報委員 白石 寛治

限られていますが、より専門的な知識を得るために
も、できるだけ参加されるように」と発言がありました。
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和楽クラブの会作品発表・販売

ちゅうおうく中央区

広報委員 大津 英世

　互助会サー
クル「和楽クラ
ブ の 会 」（ 通
称：和楽の会）
では、このほど
中央出張所に
おいて作品の

発表会及び販売を開催いたしました。
　本来であれば10月のシルバーフェスティバルで発
表、販売する予定でしたが、新型コロナの影響でフェ
スティバルが中止になり、９月に中央出張所で開催す
ることになったものです。
　和楽の会は会員による手芸品の研究、制作を通じ
て会員の親睦と技能向上を図るもので、現在１０名の
会員が参加し楽しんでいます。
　毎月第２、第４火曜日の午後１時３０分～３時３０分、
警固公民館で活動しています。
　作品はほとんどが布製で、手提げ袋、室内履き、お

手玉、鍋敷き、携帯ケース、
布巾、エプロンなどと多岐
にわたっており、中にはプロ
が作ったかのような立派な
ものもあります。
　和楽の会代表の川田美
佐子会員は「参加会員はわ
いわいがやがやおしゃべり

しながら、楽しく手を動かしています。会はいつでも開
放していますので、ぜひ気楽に見学にお出で下さい」
と語られました。
　和楽の会では現在会員募集中です。入会ご希望
の方は、中央出張所（０９２－５２６－４６８０）までご連
絡ください。

　会費は、年
間１，２００円
（月１００円）と
なっておりま
す。材料費は
ほとんど要り
ません。

広報委員 山中 和子

みなみく南区

　9月16日（水）午後2時から駐輪場リーダー会議が
南出張所会議室で開催され、南区内の6駐輪場の
リーダー・サブリーダー11名が出席しました。中村職
員から就業会員の補充、放置自転車対策、コロナ禍
のマスク着用等について説明がありました。
　次いで、意見交換が行われ、女性会員の就業の取
り組み事例や、台風接近時の対応等について、質疑
応答が行われ、会議を終了しました。

駐輪場リーダー会議 　最近お褒めの
言葉を頂いたの
は新規の方から
でした。転勤の
為、遠方に住んで
いる方からの依
頼でした。依頼主
が不在の為要望
も聞けないので
庭木の切りすぎ
等気にしながらの
作業でした。不在
作業となり、完了写真・簡単なメモ書きを添えて完了
確認書を郵送しました。結果、「次回もよろしくとの礼状
を頂きとてもうれしく思います」、と佐川班長は言われ
ました。
　また、10月15日号の市政だより南区版に「その困り
事シルバー人材センターへ」という記事が掲載され、
家事班長がインタビューを受けました。

チョットいい話（剪定）
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じょうなんく城南区

広報委員 小寺 勇吉

　互助会サークル「城南山歩（さんぽ）の会」は１５年
前に発足し、加藤康禮会長を含め、総勢３１名で「仲
良く・楽しく」をモットーに活動しています。
　春は花見・夏はバーベキュー・秋は芋煮会・冬はカ
キ小屋と、月に２～３回山登りとウオーキングに出かけ
ています。
　毎年、１月３日に油山初登りが恒例です。
　登山は背振・九重・宝満など８００ｍ～１,８００ｍの山に
登ります。ウオーキングは３００ｍ～４００ｍの山で、会員の

城南山歩（さんぽ）の会

年齢・体力に
応じた低山歩
きです。
　山頂で記
念の集合写
真を撮ります
が、途中での
四季折々の美

しい花や珍しいキノコを見たり観察したりするのも楽
しみの一つです。
　実施は不定期ですが、季節ごとに随時計画していま
す。年会費は２,０００円で、当日の交通費等は実費です。
　今年はコロナウイルス感染防止の為、活動を自粛し
ていますが、
新鮮な空気と
自然の美しさ
に親しむ山歩
きに興味のあ
る方は、城南
出張所にお問
合せ下さい。

福祉・家事援助サービス基礎研修

仕事紹介掲示板設置
　早良出張所では、8月半ば
より入り口すぐの所に、お仕
事紹介のコーナーを設けまし
た。専用の掲示板を配置し、
これに派遣業務、家事援助、
駐輪場などに区分けして、そ
れぞれ就業内容を記載した

案内を随時掲示しています。
　出張所に来れば、各担当者と面談する前に情報
が得られる事と、出来るだけ多くの会員の目に止ま
るのは一つのメリットと言えます。応募者多数の場
合は新入会員・未就業会員を優先させることになっ
ています。これに
より、すでに就業
が決まった人もい
て、掲示板の効
果も出ているよう
です。

　早良出張所会議
室で9月17日（木）
福祉・家事援助サ
ービス基礎研修が
総勢16名（受講会
員11名）の参加で
開催されました。
　研修は永冨会員が司会を務め、福祉家事援助サービ
ス憲章唱和、ビデオ学習に続いて櫻井専任担当理事に
より「家事援助の就業にあたって」の演題で行われまし
た。進め方は福祉・家事援助サービスに関する「お仕事
読本」をテキストとして、これを各会員に読んでもらいな
がら同理事が説明・解説するかたちで進行しました。

　最後に、入江会員
により体験談が披露
されて皆さんの大き
な拍手があり、2時
間半の研修会が終
了しました。

さわらく早良区

広報委員 金田 博保

みやま清水山

キツネノカミソリ（井原山）

ミツバツツジ（背振山）

タマゴタケ（高地山）

キヌガサタケ（城山）
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にしく西区

　当出張所で
は、毎年同棟
一階に所在す
る「子どもプラ
ザ」と合同で
消防訓練をし
ています。
　今年は９月

１６日（水）午前１０時より、西区役所子育て支援課の
立会いのもと、福岡市消防局 西消防署予防課予防
係の方の指導により行われました。
　今回は、地震により一階の「子どもプラザの洗濯
室で、漏電により火災が発生した」という想定です。
　非常ベルが鳴った時、あらかじめ策定された訓練
計画に沿って、火災発生時大切な行動①通報②初
期消火③避難と決められた行動が、各担当によって
手際よくされていました。
　火災発生元の子どもプラザでは、この日に利用さ

防災訓練

広報委員 岡﨑 幸雄

れていた親子づれ
を、非常出口が２か
所ある中で、火元か
ら遠い方へ避難誘
導されていました。
　日頃消火器に触

れることが少ない人は、消火器の取り扱い方「ピ・
ノ・キ・オ」を教わることから始まります。（ピ：ピンを
抜く、ノ：ノズルを持つ、キ：距離をとって、オ：〘レ
バーを〙押す）
　火元を目指して放射するとき、「しっかり火に向け
て放射するように」と注意を受けながらの訓練です。
　訓練終了後に消防士より講評を頂きましたが、そ
の中で「避難誘導の時など、もっと声を大きくするよ
うに」などと注意がありました。
　台風、豪雨など災害
が多い今日この頃、加
えて「コロナ禍への対
応」の中で、火災だけは
発生させないと訓練は
真剣そのものでした。

【入会からこれまで】
　私は、シルバーに入会し14年になります。その間、室
見駐輪場、早良区役所の駐車場、現在は、早良市民セ
ンターの駐車場の管理で就業しています。シルバーの
会員になった目的は、退職後引き続き無理をしない仕事
をしてみたいと思ったことです。
【就業について】
　シルバーの就業は、就業日数に無理がなく、友人もで
きるし、健康の為にも最適です。退職後の仕事は、楽しく
働きやすいことが一番大事なことと思っています。
　私は、区役所駐車場の班長の時、来場者への対応に
ついて、特に言葉の使い方、目線を下げて対応する事、

大きい声を発しない事、そしてチェック項目では、無断駐
車や行き先のチェック項目の追加、3時間以上の駐車
の確認、裏出入口からの入場、満車時の対応等に重点
を置きました。これにより、気持ちに余裕が出来て大きな
ミスがなく楽しく就業できました。ご協力いただいた仲間
4名の方に心から感謝いたします。
【趣味など】
　私のモットーは、人生は一度、悔いのない人生を送
ること。趣味は、スキー、ラジコン飛行機、ランチュウ
の飼育、射撃、ゴルフ、皐月の盆栽、野菜つくり等多
趣味です。
　今は、健康に気を付けて、野菜つくりをしています（人
に配る為に作っています）。畑は農家の方から必要なだ
け無料で借りています。また、シルバーの年6回のゴルフ
コンペを楽しみに練習場に通っています。

冨永 重信さん

(早良区)

広報委員 金田 博保

「何事にも前向きで熱心な冨永さんは趣味も豊富
で、充実した日々を送っていらっしゃるようです」。
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　協力事業所顕
彰を受けられた学
校法人中村産業
学園(九州産業大
学)様は、東区松
香台に1960年に
創立され、今年60
周年を迎えました。
　九州産業大学
は 、文 系・理 学
系・工学系・芸術
系の９学部21学

科で、大学院５研究科と短期大学部を有し、実践
的な学びを通して、次代の産業界をリードする人材
を養成しています。今年４月には、創立60周年記念
事業の一環として、建築中だった近畿以西で最大
規模を誇る「メインアリーナ」を持つ「大楠アリーナ
２０２０」が完成しました。

学校法人中村産業学園（九州産業大学）様（東区）
　センターからは、中嶋会員をリーダーに６名が駐
輪場に就業しています。担当する駐輪場は、北門、７
号館、学友会棟、１号館と４か所で、１日３名で午前
８時30分から午後３時まで、巡回しながら自転車の
整理を行っています。
　担当の方から「暑い時も、寒い時も頑張っていた
だいてありがたく思っています」とのお言葉をいただ
きました。

広報委員 宮川 洋

　６月９日（火）、本部就業機会創出課の堤課長が
「ケアタウン茶山」様を訪問し、植木とみこ施設長に
「協力事業所顕彰」の表彰状をお渡ししました。
　２０１９年４月１日に開設し、現在７名の女性会員
が就業しているほか、年間を通して刈払いや剪定の
お仕事をお受けしています。
　特別養護老人ホームを中心にショートステイ、小
規模多機能型居宅介護、グループホーム、デイサ
ービスなど５つの福祉サービスがあり、利用者にあ

ケアタウン茶山様（城南）
ったサービスを提供しています。　　
　また、子育て中の従業員の方も、子どもを預けて
近くで見守りながら働くことが出来るように保育所
「ちゃやまえん」を併設しており、一般の利用者も含
めて、生活と仕事の両立をサポートしています。
　この他にイベントスペース「つどい」があり、イベ
ント発表会や音楽会などが行われていますが、近隣
の方も利用出来るようになっています。

広報委員 小寺 勇吉
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　爽やかな秋風に吹かれて、城南学園通りをぶらり
と出かけてみました。
　シルバー人材センター城南出張所の約350ｍ西
側に「中村学園大学」があります。　　
　1953年に学校法人中村学園が設立され、中村
短期大学を経て1965年に中村学園大学を開学し
現在に至っています。
　同大学は、栄養学部・教育学部・流通学部があ
り、国内に止まらず海外との学術交流も活発で、グ
ローバルな人材育成を目指しています。
　シルバー城南出張所との関りも深く、８名の会員
が就業しており、DonDonイベントのクリスマス会
などでは、学生さん方にも参加協力をいただいてい
ます。

　中村学園大学
から南西徒歩
約 1 5分、城
南中学校の
西側に「末永
文化センター」
があります。
　この一角に美術館
「ミュゼ・オダ」があり、旧嘉
穂郡千手村出身の織田廣喜画伯の作品が展示さ
れています。
　画伯は、数々の賞を受賞し2006年には二科
会理事長に就任しています。美術館には60点の
代表作が展示されており、一つ一つが哀愁と純
粋な人間愛を秘めた作品で、私の心にも伝わっ
て来て、深く感動しました。入館料は一般500円
です。

～城南学園通り～ 74

広報委員 小寺 勇吉

　この棟続きに、
「末永の森コンサ
ートホール」があ
ります。　
　ここは九州交
響楽団の本拠地
で、中に入ると黄
金色に輝く広い空間が広がり、このホールで練習や
演奏会が行われています。練習などが無い時には、
広く一般の音楽や演劇などの会場として開放され
ています。
　コロナウイルスのため自粛していた「末永の森コ
ンサート」が、マスク着用や検温などを行い９月から
再開されました。前売り券1,000円、当日券1,300
円です。興味のある方はお出かけください。

　このコンサ
ートホールか
ら『城南学園
通り』を南に
約 2 0 分下る
と、地下鉄七
隈駅駐輪場の

東南約300ｍの所に「福岡東洋陶器美術館」があ
ります。
　平成１１年４月に開館したこの美術館は、中国・朝
鮮・日本の歴史的に貴重な古美術品を展示してい
ます。
　茶入、茶碗、水指、
花入、香合、向付、
火入、鉢など茶の
湯道具に関した
品が多く展示さ
れています。
　年に２度入れ替
えをしている数多い展
示品の中で、多数出品されている柿右衛門の作品
に、特に目を引かれました。
　入館料は一般800円です。陶器に興味のある
方、茶道や生花をされる方には、是非拝観をおすす
めします。

中村学園大学

美術館「ミュゼ・オダ」

末永の森コンサートホール

福岡東洋陶器美術館
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　令和２年９月３０日現在、今年度の傷害、賠償、自動車の各事故合
計は３１件です。前年同時期と比較し、肩を並べる勢いで事故が発生
しています。
　昨年は傷害事故が多く発生しましたが、今年度は現在７件の減少で
す。一方、賠償事故や自動車事故が合わせて６件増加しています。
　今年度も前半が終わり、これから後期を迎えます。冬場は呼吸
器系の病気に対する健康面での注意が必要となります。新型コロ
ナはもちろん、インフルエンザに対する予防も忘れないようにして
ください。
　ちょっとした不注意、仕上げ段階の気の緩み、焦る気持ち・・・事故
の元です。

令和2年度 実績報告

会員数

男　性

女　性

7,082名

4,379名

2,703名

就業者数

就 業 率

事業収入

3,696名

53.1%

8億6104万円 (令和2年8月現在)

(令和2年9月現在)

令和2年度 事故発生状況

（前年同月比ー1件）

賠償事故

自動車事故

合　計

傷害事故 7件

16件

8件

31件

　「人生１００年時代」に向けたシルバーの役割
と目標を実現するため、全国のシルバー人材セ
ンターの決意と活動状況を記した要望書を、髙
島宗一郎福岡市長と阿部真之助福岡市議会
議長に提出しました。
　市議会議長へは、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から郵送としましたが、市長
宛の要望書は９月１４日福岡市役所にて、永田
常務理事から舟越伸一保健福祉局長へ渡し
ました。
　提出にあたり、永田常務理事から舟越局長
に当センターの事業進捗状況や課題などを説
明し、当センターへの支援について要望しまし
た。舟越局長は、「高齢者の就業による社会参
加は様々な分野で求められており、地域社会の

活性化にとってとても重要な喫緊の課題であ
る。また、シルバー人材センターは高齢者の健
康寿命の延伸にも効果が期待されており、今後
も連携を図っていきたい」と応えられました。

シルバーへの支援を福岡市に要望

（舟越保健福祉局長（左）と永田常務理事）
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会員募集中です!!
令和２年度

互助会サークル活動参加一覧表（東・博多・中央・南）

東区

　シルバー人材センターでは、会員の健康増進及び会員同士の親睦・交流を
兼ね、会員による 自主サークル活動が行われています。
　本年度登録されているサークルを2回にわけてご紹介いたします。サークル
活動に関心・興味のある方は各出張所へお問い合わせください。

サークル名
東区グランドゴルフ同好会
イーストグリーン会（ゴルフ）
東カラオケ愛好会（みちくさ）

囲碁同好会

日時
毎月第2、第4土曜日
年4回（6,9,12,3月）

自粛中
隔数月第3日曜（上半期は自粛中）

場所
臨海パークゴルフ場
西戸崎、久山、若宮GC
西鉄香椎駅前さくら

老人福祉センター東香園

月額会費
1,000円/年

その都度2,000円
-

年会費2,400円 参加費1,000円

南区
サークル名

ボウリング同好会
カラオケ愛好会「雲雀」
みなみニコニコ会（ゴルフ）

ホビーライフの会（手芸・工作・盆栽）

日時
第3水曜日
自粛中

6月、9月、12月、3月
自粛中

場所
大橋シティーボウル
カラオケ喫茶

大博カントリークラブ
南出張所

月額会費
100円/月

参加時100円/月
1,200円/年（当日会費2,000円）

100円/月

博多区
サークル名

博多ザ・ニューウエイブ（カラオケ）
日向ひょっとこ踊りシルバー愛好会

シルバー合唱団

日時
自粛中

少人数で練習
自粛中

場所
ジャンカラ
長生園
長生園

月額会費
500円/月
500円/月
100円/月

中央区
サークル名

中央グリーン会（ゴルフ）
和楽クラブの会（手芸）
仲良し料理教室
俳句の会

すこやかクラブ（太極拳）
ドレミちゃん（カラオケ）

わかば会（ボウリング愛好会中央）

日時
年間6回

毎月第2、4火曜日
自粛中

毎月第2土曜日
毎月第2、4土曜日

自粛中
第3月曜日

場所
その都度
警固公民館
ふくふくプラザ
ふくふくプラザ
中央体育館

歌星人（ｶﾗｵｹBOX）
西新パレス

月額会費
4,000円/年（プレー代はその都度）

1,200円/年
100円/月
2,000円/月
500円/月

1,200円/年（カラオケ代はその都度）
300円/回



｢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

〒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

◎ご意見やお便りをお待ちしています。

福岡市シルバー人材センターの
ホームページをご存知ですか？

インターネットが使える環境であれば、パソコンから福岡市シルバー人材セン
ターのホームページがご覧になれます。
検索サイトのトップページから、
会員専用ページを設けています。

会員専用ページは、各出張所の「行事予定」や就業情報「仕事をお探しの方へ」「講
習会開催」お知らせなどを掲載しています。また、シルバーだよりのバックナン
バーもご覧になれます。是非、ご活用ください!

福岡市シルバー人材センター

1

3

2

4

■■■■

会員専門ページの
ログイン方法 パスワードの欄に ■■■■を入力ボタンをクリック→会員専用ページ

「会員へのお知らせ」
をクリック
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