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「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

◎ご意見やご質問、お便りをお待ちしています。
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　５月19日と26日の２日間、大濠公園ウォーキングとNHK福岡の見学を行いました。両日合
わせて278名の方に参加していただきました。
　大濠公園内の児童公園に集合して、倉岡会長、神園代表幹事の挨拶、注意事項の説明の後、出
発。中道を通りNHKまでのウォーキングです。
　さわやかな美しい新緑のもと思い思いにウォーキング、都心とは思えないほど自然豊かな
散策路です。周りの水面には鳥たち、亀、アメンボなど、緑とともに安らぐ景観を見ることがで
きました。30分ほどのゆっくりウォーキングでNHK到着です。
　NHKの設備案内は、受付人数より大幅に多く受け入れていただきましたが、受付できない
方もあり、申し訳なく思っております。３グループに分かれ、15分ほどのコースで案内があ
り、その後解散まで自由見学しました。
　解散後は大濠公園の景観を眺めながらお弁当を囲んだり、日本庭園、美術館、護国神社等々
を散策し楽しいひとときを過ごしました。
　次回の互助会行事も皆様のご参加をお待ちしています。

中央出張所　谷原小夜子

　シルバーだより４月号（第147号）でお知らせしましたとおり、５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、登録の預金口座にご入金をお願いいたします。

　口座振替の登録をすると、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。

◎口座振替日　平成28年7月20日（水）　
会費の口座振替「未登録」の方へ

平成28年度会費の口座振替について平成28年度会費の口座振替について

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。

平成28年度公益社団法人福岡市シルバー人材センター定時総会が、５月27日（金曜日）午前10時より
福岡市民会館大ホールで、会員総数6,806名のうち、311名（委任状提出者3,582名・議決権行使者208名）
が出席して開催されました。
中央区の大津英世さんの司会進行により、五島副理事長が開会を宣言し、中島紹男理事長のあいさつ後、
荒瀬副市長とおばた市議会議長からご祝辞をいただきました。
引き続き祝電披露の後、議長団の選出に移り、議長に斉藤茂材さん（早良区）、副議長に藤村憲一さん

（城南区）、小松義幸さん（早良区）が選ばれました。
議案と報告事項は、知念伸幸事務局長が説明を行い、全議案が原案どおり承認されました。
役員の選任議案が採決承認されたことにより、理事19名が就任し、新役員を代表して桑田哲志理事より
あいさつがありました。
また、この総会をもって退任される役員の紹介があり、退任役員を代表して岩男良二理事よりあいさつ
がありました。退任された役員の皆様には、センターの発展にご尽力いただきまして、ありがとうござい
ました。
最後に、倉岡理事による万歳三唱、前田理事の閉会のことばで平成28年度定時総会は終了しました。

平成28年度 定時総会報告



５月27日（金）の定時総会において、役員として選任された方々
を紹介いたします。（①氏名　②推薦団体または担当）

副理事長

区委員長を兼ねる理事

常務理事 区委員長を兼ねる理事

①入江　　晋
②福岡市

①古賀　豊文
②博多区委員長

①渡辺　末男
②中央区委員長

①波多江　弘和
②早良区委員長

①倉岡　洋一郎
②公共関係
（刈払・除草除く）

①竹中　　章
②�㈳福岡市社会
福祉協議会

①桑田　哲志
②�福岡市

新役員紹介

専任担当理事 監事

中島理事長あいさつ
福岡市シルバー人材センターは、昭和58年６月の創設から満33年、平成24年４月の、公益社団化から５年目を
迎えています。この間、会員の皆様や関係者のご理解とご尽力により、安全かつ適正な就業を実現するとともに、
様々な形での社会貢献を進めてきました。
平成27年度は、延べ55万人を超える会員の就業を実現しています。また、平成25年７月からスタートした「ワ
ンコインお助け隊」は、ごみ出し・水やりやお買い物など、累計で5,500件ものお申し込みをいただいており、
まさしく公益団体としての役割を果たしています。
しかしながら、平成27年７月には、福岡市営の自転車駐車場指定管理業務などにおいて、不適切な事案が明ら
かになりました。このことに対しましては、未払いとなっていた使用料を全額福岡市に弁済するとともに、三つ
の業務センターを新設して、管理業務の適切化を図ることとしました。これらによって、たくさんの会員の皆
さんが就業されている自転車駐車場の指定管理業務を、以前と同様に福岡市から受託することができることに
なりました。これはまた、年中無休で、早朝から深夜まで、真摯に業務に取り組んでおられる就業会員の皆様の、
ご尽力の賜物でもあります。引き続き適切な就業に努めていただきますようよろしくお願いいたします。
ところで、社会環境や経済情勢に目を向けてみますと、シルバー人材センターの運営には、厳しいものがあり
ます。しかしながら、一億総活躍社会の実現が叫ばれる中、シルバー人材センターには大きな期待が寄せられ
ているというのも事実です。
この期待に応えるためには、皆さんと知恵を出し合いながら、会員数の拡大を図るとともに、一人でも多くの
会員が就業できるよう、就業先の開拓をさらに進めていくことが必要です。安全で適正な就労を実現すること、
そして、シルバーならではの細やかなサービスの提供は言うまでもありません。
多くの会員の皆様が、就業を通して生きがいを感じ、地域社会に様々な形で関わりを持って貢献していくこと
が、今、あらためてシルバー人材センターに求められています。
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理事長 非常勤理事（各種団体推薦）

区委員長を兼ねる理事

専任担当理事

専任担当理事

非常勤理事

区委員長を兼ねる理事

①広田　昌平
②東区委員長

①中芝　督人
②福岡商工会議所

①井上　洋保
②就業開拓
　普及啓発
� 独自事業

①平田　信治
②南区委員長

①中島　紹男
②福岡市

①城　千賀男
②西区委員長

①樋口　章子
②福祉・家事援助
女性会員拡大
　民間、筆耕

①黨　　實雄
②福岡市民生委員
　児童委員協議会

①永冨　　陽
②城南区委員長

①原　　和己
②職群（剪定・刈
　払・除草）

①保田　哲行
②連合福岡・
　福岡地域協議会

①江口　　一
②安全・適正就業
　広報活動

①野見山　勤
　（保健福祉局長）
②福岡市

①岡﨑　幸雄
②会員

◆引き続き就任中の理事・監事

監事
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東　　　　　�区 博　　多　　区 中　　央　　区 南　　　　　�区 城　　南　　区 早　　良　　区 西　　　　　�区

副　委　員　長 加藤　誠二 山本　幸子 坂稲　正志 廣瀬　信代 大櫛　秀毅 白川　百合子 髙倉　錬一郎 桑原　令子 藤村　憲一 東　キヌエ 小松　義幸 和田　福代 生島　和憲 北　龍子

職　群　班　長

寺田　隆 小林　秀範 遠藤　武男 下河内　宣勝 高瀬　稔 中村　俊文 中村　憲二 石田　喬 藤　勇三 一川　洋一 尼ヶ崎　雄文 松尾　俊治 山口　征一 大西　秀人
（剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場 ) （剪定） （駐輪場） (剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場）

氏原　末秀 黒木　政一 中野　国紀 桜井　厚宏 荒木　常喜 口石　正吉 小山　昌儀 八島　興司 迫　盛寛 橋本　勝弘 未定 大浦　盛夫 酒見　隆之 永山　義郎
（刈払） （街頭指導） （刈払・除草） （街頭指導） （除草） （街頭指導） （刈払除草） (街頭指導） （刈払） （街頭指導） (刈払） (街頭指導） （刈払） （街頭指導）

亀井　駿廣 伊東　勇 徳丸　孝子 山浦　正之 有田　知榮子 青木　司行 宮﨑　千歳 本村　登 武石　庸規 佐々木　義博 江口　良太 利光　信義 相浦　大剛
（除草） （配食サービス） （筆耕） （配食サービス） （筆耕） （撤去・保管所） （除草） （配食サービス） （除草） （除草） （配食サービス） （除草） （ヤフードーム）

小林　真喜子 古舘　幸雄 畠等　幸江 藤本　国治 佐々木　喜久江 内田　衣子 福吉　洋子 殿川　晴己 深江　喜彦 松尾　登貴子 今村　セキ子
（筆耕） （広告） （福祉家事援助） （東平尾公園） （福祉家事援助） （筆耕） （福祉家事援助） （筆耕） (早良パーク） （福祉家事援助） （筆耕）

濱武　英子 松尾　義人 福沢　イサ子 阿部　和代 坂田　祥子 渡邊　政司
（福祉家事援助） （学校法人滋慶文化学園） （福岡アジア美術館） （福祉家事援助） （福祉家事援助） (区役所駐車場）

寺尾　洋子
（資源回収）

地　域　班　長
（地域班リーダー※）

黒沢　正孝 喜多　美 口石　光春 瓜生　正次※ 櫻木　俊一 讃井　憲俊※ 山崎　博通 万善　一三 吉村　直美※ 市澤　定代※ 酒井　康雄 鳥井　麗子 堤　邦子 井上　榮※

（西戸崎） （千早西） （博多１） （東光） （赤坂） （笹丘２） （高木） （若久） （城南A） （七隈Ａ） （田村） （賀茂１） （愛宕） （愛宕浜）

大屋　晴夫 河原　武※ 工本　秀人 金政　茂※ 福田　信一※ 佐々木　孝雄 古賀　通成 松尾　賢治※ 金子　優※ 田中　義麿 友納　惠 古川　正勝※ 友納　憲治※ 西方　靖雄
（奈多） （城浜A） （博多２） （東吉塚） （小笹１） （当仁１） （塩原） （大池） （城南Ｂ） （七隈B） （内野１・曲渕） （賀茂２） （内浜東） （姪浜）

石橋　篤志※ 小野　光典 白木　武郎※ 馬越　昭 嘉村　直樹 長崎屋　俊一 窪田　勝男 江頭　修作※ 小幡　多津子※ 福山　喜久枝 佐藤　タキエ 田嶋　康弘※ 熊丸　敬子※ 前田　一夫※

（和白） （城浜B） （住吉） （板付北１） （小笹２） （当仁２） （横手） （花畑） （鳥飼） （片江B） （内野２・脇山） （原） （内浜西） （姪浜南）

芝元　良幸 谷川　正好※ 谷口　誠 三好　勝敏 西川　勝幸※ 藤井　二佐代※ 内山　啓子 池田タエ子 丸山　龍弘※ 衛藤　忠済※ 大浦　慶子※ 橋本　隆次 川添　弘治 福田　正冶※

（美和台A） （名島A） （美野島） （板付北２） （草香江１） （春吉） （弥永１） （宮竹） （別府Ａ） （長尾） （入部） （原西１） （石丸北） （金武）

村瀬　秀幸 八尋　広道 池田　一二※ 山口　治彦 中嶋　公二 熊谷　勝俊※ 寺田　兵吉 臼井　菊良 木本　憲治※ 武藤　毅 池田　光子 川村　妙子 佐々木　昭洋 岩野　忠※

（三苫・美和台B） （名島B） （千代１） （弥生） （草香江２） （南当仁１） （弥永２） （老司） （別府Ｂ） （堤丘） （飯原） （原西２） （石丸南） （下山門）

有田　徹秀 山中　正夫 坂田　梅敏 高守　英幸 林　良樹 白石　喜克※ 前田　浅松 泉　善昭※ 伊藤　忠良 小林　明 波止　慶子 中村　義彦※ 錦戸　積 西原　隆弘※

（和白東A） （舞松原） （千代２） （宮竹） （警固１） （南当仁２） （弥永西） （曰佐） （田島A） （堤） （飯倉１・飯倉中央） （原北） （福重　東） （下山門団地西）

宗　武生※ 國廣　篤※ 橋本　始 佐伯　五吉※ 伊嵜　絢子 末広　勝※ 山上　静子 斉田　潤子※ 檀浦　晴美※ 山本　稔 永野　京子※ 野口　久人※ 佐々木　久雄※ 応戸　義孝
（和白東B） （若宮） （吉塚） （那珂１） （警固２） （福浜１） （東花畑） （柏原） （田島Ｂ） （南片江A） （飯倉２） （高取） （福重西） （今宿）

山口　省三 鴨川　勝弘※ 古賀　研二※ 畑中　敏子 神谷　信夫 北村　五郎※ 佐藤　敏彦 山元　盛好 坂口　美佐子※ 鳥飼　清紘※ 香山　靖 藤田　哲彌 大園　信義 水崎　孝文
（香住丘A） （青葉） （席田） （那珂２） （簀子） （福浜２） （野多目） （西花畑） （金山Ａ） （南片江Ｂ） （百道・百道浜） （四箇田１） （城原） （今宿南）

野口　知恵子 阿南　孝治※ 春日　良一※ 有馬　頼圀※ 井手上　勉 佐藤　順俊 明神　倫子※ 岸原　万寿夫 江﨑　洋一※ 大穂　勉※ 原　賢一郎 冨田　正行※ 善明　靖子 福田　富子
（香住丘B） （八田） （月隈） （那珂３） （大名） （平尾） （大楠） （長住） （金山Ｂ） （片江Ａ） （野芥１） （四箇田２） （壱岐） （玄洋）

佐藤　佐代子※ 綿井　修 中野　清二 坂本　繁髙※ 荻原　松美 吉原　憲二※ 的野　哲※ 成瀬　宗次 庄島　勇次※ 関岡　法子 中村　聖司※ 中園　養市
（香椎下原A） （多々良A） （東月隈１） （板付１） （高宮） （薬院） （西高宮） （西長住） （野芥２） （室見） （壱岐東） （周船寺北）

中川　和博 大和　糺※ 徳丸　五巳 山村　里美 塩川　栄二※ 松本　泰彦 木船　至 藤井　初洋 鶴石　初江※ 安部　啓子※ 林　和憲 久保　芙美子
（香椎下原B） （多々良B） （東月隈２） （板付２） （笹丘１） （舞鶴） （三宅１） （鶴田） （有住） （西新） （壱岐西） （周船寺南）

山本　静子※ 木寺　敬一 吉原　晴雄※ 安永　龍夫 田中　了 米光　正雄 豊田　邦夫※ 栁田　文夫※ 田中　雄一※ 伊藤　利明※

（香椎） （松島） （東住吉） （那珂南１） （三宅２） （東若久） （有田１） （早良） （壱岐南A） （元岡）

力丸　厚※ 飯塚　恵吉 末松　和幸 光安　伸一 下田　孝 頴川　功※ 河野　正冶※ 楢﨑　正美 田久保　知敏※ 越名　洋平
（香椎東A） （筥松） （春住） （那珂南２） （筑紫丘） （玉川） （有田２） （大原１） （壱岐南Ｂ） （今津北崎）

田中　久信※ 中嶋　正敏 向井　清志 渡辺　裕之 實藤　博子※ 山本　知恵子※ 栗木　安子※ 原口　清
（香椎東B） （東箱崎） （堅粕） （三筑） （長丘） （田隈１） （大原２） （西陵）

網本　勝正※ 舟木　勉 髙木　スミ子 松本　喜久雄※
（香椎浜） （馬出） （田隈２） （小田部）

伊藤　卓美※ 岡　晏志※

（千早香稜） （箱崎Ａ）

西嶋　徹 城戸　篤子※

（原田） （箱崎Ｂ）

♣その他
広　報　委　員 今林　隆雄 白石　寛治 大津　英世 水田　國生 橋本　修一 髙橋　勉 佐藤　令史

運営業務担当

添田　登司 八尋　広道 坂稲　正志 高田　依津子 森下　康博 緒方　美紀 髙倉　錬一郎 溝部　修二 平川　征男 友廣　千年世 小松　義幸 石橋　好勝 北　龍子 生島　和憲
（基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務）

古賀　保子 西田　キヨカ 安永　雅孝 廣瀬　信代 古賀　輝代 白川　百合子 山口　美智子 丹野　洋子 藤村　憲一 髙浪　和大 井上　芙美子 山口　玲子 神野　誠二 苧園　俊一
(基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （福祉家事援助） （福祉家事援助） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （安全・適正） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （安全・適正）

加藤　誠二 大喜多　了花 緒方　映彦 山村　雅則 福江　帳留 渕野　育男 前畑　康夫 昇　勲 星野　均 村田　勇次 小田　泰三 和田　福代 瀧川　秀一 髙口　賴光
（安全・適正） （福祉家事援助） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （安全・適正） （福祉家事援助） （公共） （公共）

秋吉　功二郎 香月　清則 吉瀬　千穂子 木室　和孝 大櫛　秀毅 児嶋　正勝 桑原　令子 冨永　晴美 石井　秀正 下林　文恵 櫻井　とし子 坂巻　早苗
（公共） （公共） （配食サービス） （安全・適正） （安全・適正） （安全・適正） （福祉家事援助） （福祉家事援助） （公共） （配食サービス） （福祉家事援助） （配食サービス）

長尾　裕子 吉村　義孝 浦田　幹雄 浦田　明美 松田　加代子 碇　ムツ子
（配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス）

互助会業務委員 吉村　義孝 野中　素子 谷原　小夜子 水田　國生 大水　敏子 宮柱　義則 神野　誠二



東　　　　　�区 博　　多　　区 中　　央　　区 南　　　　　�区 城　　南　　区 早　　良　　区 西　　　　　�区

副　委　員　長 加藤　誠二 山本　幸子 坂稲　正志 廣瀬　信代 大櫛　秀毅 白川　百合子 髙倉　錬一郎 桑原　令子 藤村　憲一 東　キヌエ 小松　義幸 和田　福代 生島　和憲 北　龍子

職　群　班　長

寺田　隆 小林　秀範 遠藤　武男 下河内　宣勝 高瀬　稔 中村　俊文 中村　憲二 石田　喬 藤　勇三 一川　洋一 尼ヶ崎　雄文 松尾　俊治 山口　征一 大西　秀人
（剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場 ) （剪定） （駐輪場） (剪定） （駐輪場） （剪定） (駐輪場）

氏原　末秀 黒木　政一 中野　国紀 桜井　厚宏 荒木　常喜 口石　正吉 小山　昌儀 八島　興司 迫　盛寛 橋本　勝弘 未定 大浦　盛夫 酒見　隆之 永山　義郎
（刈払） （街頭指導） （刈払・除草） （街頭指導） （除草） （街頭指導） （刈払除草） (街頭指導） （刈払） （街頭指導） (刈払） (街頭指導） （刈払） （街頭指導）

亀井　駿廣 伊東　勇 徳丸　孝子 山浦　正之 有田　知榮子 青木　司行 宮﨑　千歳 本村　登 武石　庸規 佐々木　義博 江口　良太 利光　信義 相浦　大剛
（除草） （配食サービス） （筆耕） （配食サービス） （筆耕） （撤去・保管所） （除草） （配食サービス） （除草） （除草） （配食サービス） （除草） （ヤフードーム）

小林　真喜子 古舘　幸雄 畠等　幸江 藤本　国治 佐々木　喜久江 内田　衣子 福吉　洋子 殿川　晴己 深江　喜彦 松尾　登貴子 今村　セキ子
（筆耕） （広告） （福祉家事援助） （東平尾公園） （福祉家事援助） （筆耕） （福祉家事援助） （筆耕） (早良パーク） （福祉家事援助） （筆耕）

濱武　英子 松尾　義人 福沢　イサ子 阿部　和代 坂田　祥子 渡邊　政司
（福祉家事援助） （学校法人滋慶文化学園） （福岡アジア美術館） （福祉家事援助） （福祉家事援助） (区役所駐車場）

寺尾　洋子
（資源回収）

地　域　班　長
（地域班リーダー※）

黒沢　正孝 喜多　美 口石　光春 瓜生　正次※ 櫻木　俊一 讃井　憲俊※ 山崎　博通 万善　一三 吉村　直美※ 市澤　定代※ 酒井　康雄 鳥井　麗子 堤　邦子 井上　榮※

（西戸崎） （千早西） （博多１） （東光） （赤坂） （笹丘２） （高木） （若久） （城南A） （七隈Ａ） （田村） （賀茂１） （愛宕） （愛宕浜）

大屋　晴夫 河原　武※ 工本　秀人 金政　茂※ 福田　信一※ 佐々木　孝雄 古賀　通成 松尾　賢治※ 金子　優※ 田中　義麿 友納　惠 古川　正勝※ 友納　憲治※ 西方　靖雄
（奈多） （城浜A） （博多２） （東吉塚） （小笹１） （当仁１） （塩原） （大池） （城南Ｂ） （七隈B） （内野１・曲渕） （賀茂２） （内浜東） （姪浜）

石橋　篤志※ 小野　光典 白木　武郎※ 馬越　昭 嘉村　直樹 長崎屋　俊一 窪田　勝男 江頭　修作※ 小幡　多津子※ 福山　喜久枝 佐藤　タキエ 田嶋　康弘※ 熊丸　敬子※ 前田　一夫※

（和白） （城浜B） （住吉） （板付北１） （小笹２） （当仁２） （横手） （花畑） （鳥飼） （片江B） （内野２・脇山） （原） （内浜西） （姪浜南）

芝元　良幸 谷川　正好※ 谷口　誠 三好　勝敏 西川　勝幸※ 藤井　二佐代※ 内山　啓子 池田タエ子 丸山　龍弘※ 衛藤　忠済※ 大浦　慶子※ 橋本　隆次 川添　弘治 福田　正冶※

（美和台A） （名島A） （美野島） （板付北２） （草香江１） （春吉） （弥永１） （宮竹） （別府Ａ） （長尾） （入部） （原西１） （石丸北） （金武）

村瀬　秀幸 八尋　広道 池田　一二※ 山口　治彦 中嶋　公二 熊谷　勝俊※ 寺田　兵吉 臼井　菊良 木本　憲治※ 武藤　毅 池田　光子 川村　妙子 佐々木　昭洋 岩野　忠※

（三苫・美和台B） （名島B） （千代１） （弥生） （草香江２） （南当仁１） （弥永２） （老司） （別府Ｂ） （堤丘） （飯原） （原西２） （石丸南） （下山門）

有田　徹秀 山中　正夫 坂田　梅敏 高守　英幸 林　良樹 白石　喜克※ 前田　浅松 泉　善昭※ 伊藤　忠良 小林　明 波止　慶子 中村　義彦※ 錦戸　積 西原　隆弘※

（和白東A） （舞松原） （千代２） （宮竹） （警固１） （南当仁２） （弥永西） （曰佐） （田島A） （堤） （飯倉１・飯倉中央） （原北） （福重　東） （下山門団地西）

宗　武生※ 國廣　篤※ 橋本　始 佐伯　五吉※ 伊嵜　絢子 末広　勝※ 山上　静子 斉田　潤子※ 檀浦　晴美※ 山本　稔 永野　京子※ 野口　久人※ 佐々木　久雄※ 応戸　義孝
（和白東B） （若宮） （吉塚） （那珂１） （警固２） （福浜１） （東花畑） （柏原） （田島Ｂ） （南片江A） （飯倉２） （高取） （福重西） （今宿）

山口　省三 鴨川　勝弘※ 古賀　研二※ 畑中　敏子 神谷　信夫 北村　五郎※ 佐藤　敏彦 山元　盛好 坂口　美佐子※ 鳥飼　清紘※ 香山　靖 藤田　哲彌 大園　信義 水崎　孝文
（香住丘A） （青葉） （席田） （那珂２） （簀子） （福浜２） （野多目） （西花畑） （金山Ａ） （南片江Ｂ） （百道・百道浜） （四箇田１） （城原） （今宿南）

野口　知恵子 阿南　孝治※ 春日　良一※ 有馬　頼圀※ 井手上　勉 佐藤　順俊 明神　倫子※ 岸原　万寿夫 江﨑　洋一※ 大穂　勉※ 原　賢一郎 冨田　正行※ 善明　靖子 福田　富子
（香住丘B） （八田） （月隈） （那珂３） （大名） （平尾） （大楠） （長住） （金山Ｂ） （片江Ａ） （野芥１） （四箇田２） （壱岐） （玄洋）

佐藤　佐代子※ 綿井　修 中野　清二 坂本　繁髙※ 荻原　松美 吉原　憲二※ 的野　哲※ 成瀬　宗次 庄島　勇次※ 関岡　法子 中村　聖司※ 中園　養市
（香椎下原A） （多々良A） （東月隈１） （板付１） （高宮） （薬院） （西高宮） （西長住） （野芥２） （室見） （壱岐東） （周船寺北）

中川　和博 大和　糺※ 徳丸　五巳 山村　里美 塩川　栄二※ 松本　泰彦 木船　至 藤井　初洋 鶴石　初江※ 安部　啓子※ 林　和憲 久保　芙美子
（香椎下原B） （多々良B） （東月隈２） （板付２） （笹丘１） （舞鶴） （三宅１） （鶴田） （有住） （西新） （壱岐西） （周船寺南）

山本　静子※ 木寺　敬一 吉原　晴雄※ 安永　龍夫 田中　了 米光　正雄 豊田　邦夫※ 栁田　文夫※ 田中　雄一※ 伊藤　利明※

（香椎） （松島） （東住吉） （那珂南１） （三宅２） （東若久） （有田１） （早良） （壱岐南A） （元岡）

力丸　厚※ 飯塚　恵吉 末松　和幸 光安　伸一 下田　孝 頴川　功※ 河野　正冶※ 楢﨑　正美 田久保　知敏※ 越名　洋平
（香椎東A） （筥松） （春住） （那珂南２） （筑紫丘） （玉川） （有田２） （大原１） （壱岐南Ｂ） （今津北崎）

田中　久信※ 中嶋　正敏 向井　清志 渡辺　裕之 實藤　博子※ 山本　知恵子※ 栗木　安子※ 原口　清
（香椎東B） （東箱崎） （堅粕） （三筑） （長丘） （田隈１） （大原２） （西陵）

網本　勝正※ 舟木　勉 髙木　スミ子 松本　喜久雄※
（香椎浜） （馬出） （田隈２） （小田部）

伊藤　卓美※ 岡　晏志※

（千早香稜） （箱崎Ａ）

西嶋　徹 城戸　篤子※

（原田） （箱崎Ｂ）

♣その他
広　報　委　員 今林　隆雄 白石　寛治 大津　英世 水田　國生 橋本　修一 髙橋　勉 佐藤　令史

運営業務担当

添田　登司 八尋　広道 坂稲　正志 高田　依津子 森下　康博 緒方　美紀 髙倉　錬一郎 溝部　修二 平川　征男 友廣　千年世 小松　義幸 石橋　好勝 北　龍子 生島　和憲
（基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務）

古賀　保子 西田　キヨカ 安永　雅孝 廣瀬　信代 古賀　輝代 白川　百合子 山口　美智子 丹野　洋子 藤村　憲一 髙浪　和大 井上　芙美子 山口　玲子 神野　誠二 苧園　俊一
(基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （福祉家事援助） （福祉家事援助） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （安全・適正） （基幹事務） （基幹事務） （基幹事務） （安全・適正）

加藤　誠二 大喜多　了花 緒方　映彦 山村　雅則 福江　帳留 渕野　育男 前畑　康夫 昇　勲 星野　均 村田　勇次 小田　泰三 和田　福代 瀧川　秀一 髙口　賴光
（安全・適正） （福祉家事援助） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （公共） （安全・適正） （福祉家事援助） （公共） （公共）

秋吉　功二郎 香月　清則 吉瀬　千穂子 木室　和孝 大櫛　秀毅 児嶋　正勝 桑原　令子 冨永　晴美 石井　秀正 下林　文恵 櫻井　とし子 坂巻　早苗
（公共） （公共） （配食サービス） （安全・適正） （安全・適正） （安全・適正） （福祉家事援助） （福祉家事援助） （公共） （配食サービス） （福祉家事援助） （配食サービス）

長尾　裕子 吉村　義孝 浦田　幹雄 浦田　明美 松田　加代子 碇　ムツ子
（配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス） （配食サービス）

互助会業務委員 吉村　義孝 野中　素子 谷原　小夜子 水田　國生 大水　敏子 宮柱　義則 神野　誠二

だより



所長　石﨑　哲夫 所長　乙丸　次男 所長　桃﨑　悦子

東部センター

西部センター

中部センター

東区・博多区担当

東区筥松２丁目１－ 27　東出張所内　

☎　　092-409-4630
FAX　092-409-4631

平成28年４月１日に設置された業務センターは、駐輪場、放置自転車対策及び刈払い除草など、公共業
務を所管させていただきます。
メンバー一同で、公共業務における支援体制をしっかりと組んでまいります。公共業務に関するご質問
やご相談につきましては各業務センターまでお願いいたします。
業務センターの事務所がない、博多区、中央区、城南区、早良区につきましては、公共業務の書類に関
する連絡箱を出張所に置いておりますので、書類の提出はこれまで通り、出張所にお願いいたします。

早良区・西区担当

西区姪の浜４丁目８－28　西出張所内

☎　　092-834-4270
FAX　092-834-4271

中央区・南区・城南区担当

南区大橋３丁目 17－３　南出張所内

☎　　092-408-4480
FAX　092-408-4881

東部センター 中部センター 西部センター

業務センター

写真は左から、秋吉・山村・石﨑・門田・西山・緒方・
香月

写真は左から、石井、髙口、桃崎、山田、横尾、瀧川

写真は左から、昇、乙丸、堤、美間、福江、渕野、前畑、
村田、星野
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能古島は博多湾に浮かぶ小さな島です。西区の
海岸からは手を延ばせばすぐにでも届きそうで
す。しかし、歩いて渡ることはできません。この
ことが福岡市街に近接していながら、都会の喧騒
とは違うのんびりした時間を楽しめます。
能古島は姪浜渡船場から船で10分。料金は大人
片道230円です。島にはあっという間に着きます。
島はお椀を伏したような形で、周囲12㎞、面積3.93
㎢、標高195m、人口800人です。海岸の道路以外
は急勾配で、走る車は軽４輪車が目につきます。
島の北端のアイランドパークはコスモスなどの
四季折々のたくさんの花で有名で、バスはここま
で運行しています。観光客はバスに乗ったり、気
ままに歩いたり、自転車で行ったりして散策して
います。アイランドパークのすぐ近くの急傾斜の
道路脇に、防人を詠んだ「也良崎（やらのさき）
万葉歌碑」があり、島が古来より防衛の第一線で

あったことを物語っています。
島の西側には緑の木々に覆われた自然探勝路も
あります。展望台は島の中央にあり、眺望がよく、
玄界灘や玄界島、志賀島、西の浦、福岡市街がパ
ノラマのように間近に見えて、すばらしいの一言
です。また、能古島は福岡出身の檀一雄が晩年に
住んでいた所で、住居跡に歌碑があります。毎年
５月の第３日曜日には、檀一雄を偲ぶ「花逢忌
（かおうき）」が行われています。

島はちょうど甘夏みかんの白い花が満開で、甘
い香りが島内に満ちていました。史跡などを見た
後は、名物の能古うどんを食べて、対岸の福岡市
街の景色と海を見ながらゆっくり休んで、時間を
過ごすのもいいのではないでしょうか。

�
� 広報委員　佐藤　令史

能古島めぐり（西区）
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●東区春の交通安全県民運動キャンペーンに参加

４月６日（水）「ゆめタウン博多」において、
東区交通安全推進協議会・東福岡交通安全協会・
東警察署・東区役所による「東区春の交通安全県
民運動キャンペーン」の決起集会が開催されまし
た。
県民一人ひとりに交通安全意識を普及し、交通
安全思想の高揚を図ると共に、正しい交通ルール
の遵守と交通マナーの向上により、交通事故防止
の徹底を図ることを目的とするものです。東出張
所からは、広田委員長、石﨑東部センター所長を
はじめ安全担当の加藤副委員長、秋吉公共担当、
駐輪場就業会員等40名が参加しました。

●役員会開催

４月26日（火）
に役員会が開催
され、最初に東
部業務センター
の開設と地域班
長や職群班長の
交代の紹介があ
りました。

続いて、広田委員長より平成27年度事業報告が
あり、引き続き、平成28年度活動方針として４項
目を挙げられました。
１．就業機会の拡大　
２．安全・適正就業、健康管理の徹底
３．ワンコインお助け隊の推進
４．明るい事務所づくり
続いて、副委員長の加藤安全担当より事故発生
状況の報告があり、平成27年度は東出張所管内で
９件の事故が発生し、前年度より５件の減になっ
ているとのことです。
最後に、広田委員長から今後の予定について、

５月27日の定期総会、６月から始まる地域懇談会
の日程、「ラブアース・クリーンアップ2016」への
参加、健康診断受診報告等の説明がありました。

●博多どんたく港まつり東区演舞台にシルバーギャラリー出店

５月３日・４日に博多どんたく港まつり東区会
場は、香椎公民館横の常設舞台で開催され、３日
は大雨でしたが、４日は快晴の上天気でした。
本年は、「どんたくWITH�THE�KYUSHU 熊
本・大分の復興に向けて」をスローガンに開催さ
れ、昨年に続き、長野県安曇野市の方々も参加さ
れての「どんたく」となり、盛りだくさんのプロ
グラムに多数の来場者で賑わいました。
東出張所では、シルバーギャラリーを出店し、
シルバー農園の新玉ねぎ・グリーンピース・そら
豆・ツワブキの展示販売を行い、無農薬の野菜
は、好評で人気を博しました。応援いただいた会
員の皆様、ご協力有難うございました。

●ラブアース・クリーンアップ2016に参加

平成４年
に開催され
た「 ロ ー
マ・クラブ
福 岡 会 議
イン九州」
を契機に、
“地球環境

と地域行動”を実践するため、今年度も５月
15日（日）にラブアース・クリーンアップ
2016が開催されました。
東区香椎の御島崎海岸で行われた会場に、
地域の各種団体と共に東出張所もこの趣旨に
賛同し、広田委員長を始め64名が参加し、清
掃作業をしました。

� 広報委員　今林　隆雄

だより
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●役員会開催

４月22日（金）長生園講堂で28年度第１回の役
員会が、役員38名の出席で開催されました。倉岡
委員長の挨拶の後、博多出張所の現状、平成27年
度の業種別配分金比較、就業率、ワンコインお助
け隊の活動状況などの発表がありました。派遣で
は52名の会員が就業されており、派遣での就業会
員が少しずつ増えています。27年度の配分金は昨
年度比100.4％、会員数は３月末で940名、昨年に
比べて２名減となりましたが、就業率は派遣を入
れると66.2％と高い率になっています。就業する
ことで元気になる好循環が生まれています。
次の議題で、倉岡洋一郎会員の専任担当理事へ
の推薦決議と、役員の交替で、副委員長に坂稲正
志会員、廣瀬信代会員、職群班長に三浦秀治会員、
徳丸孝子会員、地域班リーダーに古賀研二会員、
佐伯五吉会員の承認をしました。あわせて、出張
所職員の新しい担当交代の報告がありました。

●運営検討委員会

運営検討委員会は、博多出張所の運営及び会員
の向上を図ることを目的に、区役員会に先立ち、
博多出張所の運営上に必要な事案について立案検
討することにしています。

内容は、役員会の議題や出張所の問題点などを
運営委員で話し合っています。
委員会のメンバーは副委員長、職群班長、地域
班長、職群リーダーなど合計10名で、構成してい
ます。委員長は本部や出張所の現状などを報告し
ます。
そもそものスタートは、平成19年頃、博多出張
所がまだ落ち着いてなく、いろいろ問題が多かっ
たころ、問題解決のために、話し合いをもったこ
とから始まったようです。現在は大きな問題はあ
りませんので、役員会での意思統一を図るよう、
前もって運営委員が話し合っています。ご意見や
ご提案のある方は検討委員会メンバーまで申し出
て下さい。

●ラブアース・クリーンアップ2016に参加して

５月15日（日）朝７時半過ぎに山王公園に
集合すると多くの会員が集まっていました。
朝礼の後、山王公園の周りを２～３人ずつに
分かれて、清掃活動を行い、燃えるごみや空
き缶などを拾い集めましたが、思ったほどゴ
ミは少なく、市民のマナーの良さを感じまし
た。ボランティアを終え、すがすがしい気持
ちで９時過ぎには解散しました。

� 広報委員　白石　寛治

だより
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●平成28年４月度役員会開催

４月22日（金）
午前10時より、中
央出張所会議室に
て、平成28年４月
度の役員会が開催
されました。
会議の冒頭には

岩男委員長より、「熊本地震被災者に対するお見舞
いの言葉と、一日も早い復興と避難家族の早期帰
宅を祈念する」とのメッセージが発表されました。
続いて27年度の業績総括、事故発生状況、役員
交替、28年度事業計画などの定例議題の報告があ
りました。
27年度は会員の増加や配分金実績については順
調に推移したものの、安全面で事故件数の大幅増
（６件増）や刈払における重篤事故（アキレス腱切
断）の発生など、反省することばかりで、今年度
こそは安全確保に努めたいと報告がありました。
なお、最後に岩男委員長が５月に退任されるこ
とから、退任にあたっての挨拶と会員の協力に対
する御礼の言葉がありました。
会議終了後、岩男委員長に退任に当っての感想
をお聞きしたところ、委員長は次のように語って
いました。
「４年間委員長を務めましたが、まずは何より
も会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。一
方、在任中一番残念な出来事は、保管所における
会員のあってはならない不正問題が発生したこと
であります。
今後は新委員長のもとで、中央出張所が他の範
となり更なる発展を遂げることを期待していま
す」。

●ラブアース・クリーンアップ2016参加

福岡市の主催で公園や街並みを清掃するボラン
ティア活動「ラブアース・クリーンアップ2016」
が、５月15日（日）９時30分から、舞鶴公園や大
濠公園を中心に開催されました。
ラブアースはまず全員が舞鶴公園に集合し、開
会宣言の後それぞれに作業を開始しました。
この活動には例年積極的に参加する人が多く、
今年も全体で820名、シルバー人材センター中央
出張所からは85名の会員が参加しました。

清掃の場所は昨年と同様に大濠公園で、お濠の
周りを数人単位で歩き回り、空き缶やごみなどを
回収しましたが、最近は市民のマナーが良くな
り、空き缶やペットボトルのポイ捨てが減り、ご
みも少なく気持ちのいい作業でした。
いつまでもこのような綺麗な公園であって欲し
いものであります。

就 業 先 情 報

「パーキング一楽」様

中央区渡辺通りの一楽ビルにある「パーキ
ング一楽」には、中央出張所会員２名がロー
テーションを組んで就業しています。
パーキング一楽は40分100円の上に、24時
間昼夜関係なく最高900円と繁華街にしては
割安で、このパーキングに車を停めて天神に
出かけるお客様もいるそうです。
パーキングでの主な業務は場内の案内や清
掃、安全確保、割引チケットの管理などで、
料金徴収など金銭業務にはタッチしていない
と言うことでした。
一楽ビルオーナーの石田産業・石田社長様
からは「シルバー人材センターの会員さんお
二人を全面的に信頼しております。その仕事
ぶりには安心できて非常に助かっています」
との温かいお言葉を戴きました。

� 広報委員　大津　英世

だより
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●剪定班花見会

４月１日（金）午前11
時30分、桜の花が満開の
花畑園芸公園で25名の
会員が集まり、日本酒２
升・ビール１ケース・お
つまみ等が持ち込まれ、
正午に乾杯！！ 30分程
で、アルコール類は全て胃袋に消えてしまいました。
直ちに、芋・麦・そば焼酎が届き、それも１時間30
分程で飲み干す皆さんです。
焼酎を飲み始めた頃から、お客様への応対の難し
さや日頃の苦労話に加え、剪定作業が終わりお褒め
の言葉を頂いたときの嬉しい時の話等で会話が弾み
ました。飲む方もますます調子が出て、又買い出し
に行くほどの酒豪そろいの皆さんです。
シルバー人材センターの剪定班は、超大手企業で
すよと、剪定班班長中村会員は胸を張り自信満々に
語っていらっしゃいました。
花見会で気分爽快のなか、快く迎えて頂きまして
有難うございました。剪定班会員の皆様、健康に留
意されより一層のご活躍を期待致します。

●28年第１回役員会

平成28年４月21日（木）
午後２時から南出張所２
階会議室において、平田
委員長、高倉・桑原副委
員長、職群班長・地域班
長と互助会業務委員34名
が参加し役員会が開催さ
れました。
高倉副委員長の司会で、役員会に先立ち中部セン
ター乙丸所長の紹介が有りました。
続いて、議長に古賀会員（塩原地域班長）が選出
され、平田委員長の挨拶のあと、28年度南区新任役
員の案件が承認されました。
引き続き平田委員長から、下記の業務報告と連絡
事項がありました。
＊配分金累計
＊「ワンコインお助け隊」
＊�中部センター開設
＊�ラブアース・クリーンアップ2016、５月15日
（日）笹原駅周辺の一斉清掃計画
＊�定時総会について、５月27日（日）�10：00～福
岡市民会館　総会参加を会員に呼び掛けをお願
いしますと、連絡事項がありました。
最後に、水田互助会業務委員から、互助会行事『ハ
イキング』参加申し込みの案内があり、役員会は終
了しました。

●刈払・除草班決起大会開催

４月25日（月）午前10時から南出張所２階会議室
において、５月よりの業務開始に当たり、南出張所

から平田委員長・高倉副委員長・児島安全担当、中
部センターから堤職員・昇公園等担当と刈払・除草
班会員22名が出席して、昇担当の司会で決起大会が
開催されました。
平田委員長から前年度「事故０」の努力に対して
謝意の言葉がありました。
昇担当から、今年は４ヶ所の公園業務が増えたと
報告がありました。就業にあたっては、無理な恰好・
無理な作業・慌てないで作業をしてください。また
体調不良の日は、班長に申告し健康第一で、和（チー
ムワーク）を大切に、班長の指導のもとに、安全作
業を徹底し、特に暑い日は熱中症対策で、こまめに
水分補給をしながら、今年もまた「事故０」を目指
し就業に取組んでほしいと話がありました。
小山刈払・除草班班長から、業務にあたって基本
を忠実に取り組んで下さいと就業上の注意事項と、
健康診断書提出のお願いがあり、決起大会は終了し
ました。

●ラブアース・クリーンアップ2016

５月15日（日）五月晴れのなか、午前10時か
ら乙丸所長、前畑公共担当、児島安全・適正就
業担当を含め会員34名が『ラブアース・クリー
ンアップ』に参加しました。
井尻１公園に集合し、乙丸所長の挨拶の後、
前畑公共担当より作業上の注意事項があり JR
笹原駅付近から西鉄井尻駅まで、２班に別れ参
加者は軍手をして火バサミとゴミ袋を手に清掃
活動を行いました。
タバコの吸い殻・紙クズ・落ち葉など燃える
ゴミ６袋、空き缶など燃えないゴミ２袋を拾い
集め、10時30分に井尻駅東側で合流し、ゴミの
山を背に乙丸所長から謝辞があり清掃活動を終
えました。参加した会員は爽快な気分を味わい
ながら解散しました。

� 広報委員　水田　國生

だより
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●平成28年度第１回役員会報告

４月25日（月）午前10時から城南市民センター
で中部業務センター乙丸所長と村田公共担当が
出席して開催されました。
永冨委員長は挨拶の冒頭、３月３日に行われた
役員改選選挙で『私が役員の選任候補として５月
末の定時総会に推薦を受けました』ことを報告。
引き続き、城南出張所の役員・担当人事で、新副
委員長に藤村憲一会員と東キヌエ会員の２名の
承認を求め、全会一致で承認されました。
平成27年度の事業報告では、会員数が665人（前
年同期比９人減）、就業率は73.6％（男性69.6％、
女性81.3％）、配分金実績は１億3,467万円（前年
比375万円増）で、公共と民間との構成比は公共
が39％、民間が61％。城南の特徴は民間比率が高
いとの報告がありました。
続いて27年度の事故発生状況の報告があり、高
浪安全担当は「平成28年度もスタートしているが
健康管理と事故発生には注意を払っていただき
たい」と要請しました。
その他、28年度の主要行事（別表）の確認を行
いました。
◆10月までの主要行事予定（城南区）　　
〈行事内容〉 〈期日〉 〈時間〉 〈場所〉

第２回
定例役員会

６月20日（月）10時～ 城南市民センター

安全促進大会 ７月15日（金）10時～ 城南市民センター
第３回
定例役員会

８月22日（月）16時～ 城南出張所

地域懇談会
〈別府 / 鳥飼 / 城
南 / 七隈〉
４地区合同

９月15日（木）10時～ 城南市民センター

地域懇談会
〈堤 / 堤丘 / 長尾 /
片江 / 南片江 / 田
島 / 金山〉７地区
合同

９月16日（金）10時～ 城南市民センター

第４回
定例役員会

10月20日（木）10時～ 城南市民センター

※10月「ふれあい城南フェスティバル」は実施検
討中とのこと。

●駐輪場リーダー会議報告

３月22日（火）午後４時から城南出張所におい
て駐輪場リーダー会議が開催されました。同会議
では、27年度と28年度のリーダー・サブリーダー
の交代人事が確認されました。引き続き、中部業
務センターの設立に伴い駐輪場業務の連絡・指
示体制等が変更になるため下記事項の確認を行
いました。
①　定期券・回数券の変更について
②　旧様式の金券類の棚卸について
③　電話・ＦＡＸ等連絡体制の変更について
④　シュレッダー等備品の設置について
この他、各駐輪場のリーダー報告及び村田公共
担当から七隈駅駐輪場の駐輪機取替工事の進捗
などの報告がありました。
最後に、中部業務センター所長に就任された乙
丸次郎氏が挨拶して閉会しました。

●ラブアース・クリーンアップ2016

５月15日（日）午前９時から『ラブアース・
クリーンアップ2016』が開催されました。城南
出張所では、地下鉄七隈線の別府駅から梅林駅
までの地下鉄沿線の道路清掃を行いました。今
年の参加者は、学園通り87名、保健所・樋井川
会場11名の合計98名の会員が参加しました。
地下鉄七隈線沿線の『城南学園通り』では、
各会員がゴミ袋やトングを手に別府駅から梅林
駅までの3.2㎞を６チームに分かれて清掃活動を
行いました。
道路植込の雑草をきれいに刈り取ったり、道
路の敷石にくっついた吸い殻やポイ捨ての空き
缶などのゴミを拾ったり。
復路も道路の隅々に目をやりながら、膨らん
だゴミ袋を手に、各駅駐輪場に戻りました。

当日は好天
に恵まれ、爽
やかな汗を流
した“ラブアー
ス・デー”で
した。

� 広報委員　橋本　修一

だより
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●役員会開催

４月21日（木）10
時から出張所会議室
で五島委員長、井上
理事と役員24名が出
席して、平成28年度
第１回役員会が波多江副委員長の司会進行で開催
されました。
開会に先立って、先に起こった「熊本地震」の
犠牲者に対してご冥福を祈って黙祷を捧げました。
開会後、先ず五島委員長から次のような話があ
りました。
１．新役員紹介
５名が交代となり紹介されました。
２．事業推進状況
27年度（平成27年４月～平成28年３月）の配分
金は前年比103.7% でした。市全体が前年比103.1%
でしたので若干上回っています。事故は26年度が
３件、27年度が12件と過去最多の事故が発生しま
した。特に賠償事故の増加が目立ちます。「ワンコ
インお助け隊」事業は早良出張所が1,177件（対前
年比153％）全市が5,532件（対前年比183%）で好
調に推移しています。会員数は平成28年３月末現
在1,035名で、男女の構成比は65：35となり市全体
と比較して女性会員の増員が課題です。
次に、井上理事から次のような話がありました。
５月に退任される五島委員長に対して、６年間の
貢献に感謝の意を表します。会員を増やすために
は「口コミ」が有効ですので、知り合いの方々に
入会の勧誘をお願いします。
最後に「健康診断報告書」の提出を要請されて
閉会となりました。

●地域班長会開催

５月12日（木）10
時から出張所会議室
で、五島委員長・井
上理事と地域班長25
名が出席して、地域
班長会が波多江副委
員長の司会進行で開催されました。
先ず、五島委員長から次のような話がありました。
１．新地域班長の紹介
３名が交代となり紹介されました。
２．西部センター所長の紹介
４月に設置された西部センターの桃崎所長が紹
介されました。桃崎所長からは、センターの体制

について説明がありました。
３．早良出張所の新体制について
委員長　波多江弘和会員
副委員長　小松義幸会員・和田福代会員
次に、井上理事からはシルバー人材センターの
理念である「自主・自立、共働・共助」の『共働』
の大切さが強調されました。
最後に、五島委員長から退任に当たって次のよ
うなご挨拶がありました。
「会員の皆様には６年間、ご指導・ご支援・ご協
力を賜り、ありがとうございました。６月から新任
の委員長・副委員長の体制で強化され、一段と飛曜
されますよう皆様のご協力をおねがいします」。
出席者は、五島委員長の６年間のご尽力に対し
て拍手で感謝の意を伝えて散会しました。

●ラブアース・クリーンアップ2016

５月15日（日）の午前中に、全国規模で「ラ
ブアース・クリーンアップ2016」が開催され
ました。初夏を思わせる好天の中、今年も早
良出張所は室見川の河畔公園に会員63名が集
まり、このイベントに参加しました。
会場には、私達シルバ一人材センターのほか
に、各地区の自治協議会・各小学校区・社会
福祉関係・企業等の団体と個人参加で総勢243
名が参加しました。
９時から開会式があり、主催者から実行委員
会名誉会長である福岡市長の挨拶の代読があ
りました。
式後、参加者はゴミ袋・手袋などを手に、室
見川の河畔に向かっていきました。今年は多
くの親子連れの参加が目立ちました。お子さ
んを連れて参加しているお母さんは、「公共施
設でも綺麗にすることを覚えてもらえればと
思って参加しました」とのことでした。11時
頃流れ解散となりました。

� 広報委員　髙橋　　勉

だより
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●第１回役員会開催

平成28年度、第１回
の役員会が４月22日
（金）、西出張所会議室
で城委員長及び地域班
長や職群班長が出席し
て開催され、下記の報告がありました。
○事業実績では会員数（28年３月末）が1,028名
（男性670名、女性358名）、就業会員数は713名
（男性446名、女性267名）で就業率は69.4％にな
りました。27年４月から28年３月までの配分金
実績は２億４千万円で前年比103％でした。
○定時総会が平成28年５月27日（金）、午前10時
から福岡市民会館で開催されます。
○西出張所安全・適正就業について
・�事故発生状況（平成28年３月末）は傷害事故
４件、賠償事故５件、自動車事故０件、計９
件でした。

●九大学研都市駅駐輪場が運用開始　

九大学研都市駅は2005年に九州大学が西区元岡
地区に移転したのに伴い、九州大学伊都キャンパ
スの玄関口として、筑肥線（JR 九州）の今宿駅
と周船寺駅との間に開業しました。現在はイオン
モールなどの商業施設ができて、駅前の整備が進
んでいます。また周辺は大規模な宅地開発もあ
り、大変賑やかになっています。
そして４月１日（金）、九大学研都市駅駐輪場
が運用開始しました。駐輪場は九大学研都市駅の
高架下に、駅を挟んで東西に２カ所あります。西
駐輪場は収容台数が769台、建物は鉄骨２層です。
東駐輪場は収容台数が550台で平面です。西部セ
ンターからは木田リーダーと38名の会員が、朝５
時30分から夜の12時45分まで４交代で就業してい
ます。会員は初めての方が多いですが、姪浜駅と
今宿駅並びに周船寺駅の駐輪場の会員の指導があ
り、頑張って就業しています。

●桑園の除草

西出張所の除草班が、九州大学伊都キャンパス
桑園（そうえん）の除草作業に就業して頑張って
います。古来より貴重であった絹は蚕（カイコ）
から作られます。その蚕の餌が桑です。現在、九
大では遺伝子突然変異体の蚕を、様々な分野に研
究材料として提供しています。
そのため伊都キャンパスでは桑を大量に栽培し
ています。桑園は広大な伊都キャンパスの高台に
５区画あり、広さは2,700坪です。就業会員は14
名で、利光リーダーのもと４チームが交代で作業
をしています。長く一列に植えられた桑の根元周
辺の雑草を１日４時間から５時間、５月は月に９
日除草します。広い桑園は日陰がなく、暑い夏は
特に大変です。しかし、会員は「空気が良くて、
気持ちが良いです」と元気に話していました。

●ラブアース・クリーンアップ2016

「ラブアース・
クリーンアップ
2016」が５月15
日（日）に行わ
れ、生の松原海
岸でも午前９時
から開催されました。西出張所では城委員長
はじめ地域班長や職群班長、会員など30名が
参加して、海岸の清掃をしました。また、会
場には各地の自治協議会や企業がのぼりを立
て、子どもからお年寄りまで多数の人が清掃
活動に参加して賑わいました。参加者はそ
れぞれ火バサミやゴミ袋を持って、生の松原
海岸の端から端までの広い砂浜と松林の中の
ペットボトルや不燃物などを熱心に拾ってい
ました。そして清掃が終わる頃には、雨が降
りはじめましたが、多数の参加者の清掃のお
かげできれいな海岸になりました。

� 広報委員　佐藤　令史

だより

14

区 にしく
西



会員のひろば

南
出
張
所
　
久
場
川
　
忠

中
央
出
張
所
　
大
津
　
英
世

川 

柳

一
句
の
風
景

◎
自
分
は
、
気
付
く
の
が

　
か
な
り
、
遅
い
の
で
し
ょ
う
。

◎
迷
っ
た
ら
、
あ
れ
も
こ
れ
も

　
実
行
し
て
み
た
ら
良
し
。

ね
ん 

り
ん

か
さ

き
ょ
う

ご
ろ

か
みみ

ち

い
ろ

ひ
と
す
じ

つ
や

か
さ

い
ろ

あ

か
く
か
く
し
ん

年
輪
を
重
ね
し
　
今
日
　
こ
の
頃

神
在
り
を
確
信
す

豆
飯
の
色
艶
や
か
に
盛
ら
れ
け
り

豆
飯
の
色
艶
や
か
に
盛
ら
れ
け
り

人
生
は
色
々
あ
れ
ど

一
筋
に
艶
を
重
ね
よ
う

◎
五
月
の
爽
や
か
な
風
が
吹
き
だ
す
と
筍
や
豆
類
の
混
ぜ

ご
飯
が
美
味
し
く
な
り
ま
す
。

　
豆
飯
は
蚕
豆
や
青
豌
豆(

グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス)

を
炊
き

こ
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
季
節
の
風
味
を
楽
し
む
味
わ
い

の
あ
る
も
の
で
す
。

　
そ
の
中
で
こ
の
句
は
私
の
大
好
き
な
ピ
ー
ス
ご
飯
を
詠

ん
だ
も
の
で
す
。

平成 28年４月末現在
●会員数　　６，８１５名
　男性　　　４，３５９名
　女性　　　２，４５６名

●就業者　　３，７１７名
●就業率　　５３．９％
●事業収入　１億４，８１４万円

５月になって刈払機・芝刈機による石飛ばし事故が３件発生しています！

年度初めは特に刈払・除草の仕事が集中します。４月 27日に開催された「刈払班長・

リーダー、安全・適正就業対策担当者、安全・適正就業委員会委員合同会議」でも話し

合われましたが、石飛ばし防止の工夫（防護ネット等）、現場の状況に合った機械操作（適

切な回転数など）を実行し、事故のない安全就業に務めましょう。

平成 28年４月～５月末現在の事故発生状況
（傷害事故２件、賠償事故５件、自動車事故２件、合計９件：前年同月比＋１件）
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　５月19日と26日の２日間、大濠公園ウォーキングとNHK福岡の見学を行いました。両日合
わせて278名の方に参加していただきました。
　大濠公園内の児童公園に集合して、倉岡会長、神園代表幹事の挨拶、注意事項の説明の後、出
発。中道を通りNHKまでのウォーキングです。
　さわやかな美しい新緑のもと思い思いにウォーキング、都心とは思えないほど自然豊かな
散策路です。周りの水面には鳥たち、亀、アメンボなど、緑とともに安らぐ景観を見ることがで
きました。30分ほどのゆっくりウォーキングでNHK到着です。
　NHKの設備案内は、受付人数より大幅に多く受け入れていただきましたが、受付できない
方もあり、申し訳なく思っております。３グループに分かれ、15分ほどのコースで案内があ
り、その後解散まで自由見学しました。
　解散後は大濠公園の景観を眺めながらお弁当を囲んだり、日本庭園、美術館、護国神社等々
を散策し楽しいひとときを過ごしました。
　次回の互助会行事も皆様のご参加をお待ちしています。

中央出張所　谷原小夜子

　シルバーだより４月号（第147号）でお知らせしましたとおり、５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、登録の預金口座にご入金をお願いいたします。

　口座振替の登録をすると、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。

◎口座振替日　平成28年7月20日（水）　
会費の口座振替「未登録」の方へ

平成28年度会費の口座振替について平成28年度会費の口座振替について

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。


