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パソコン教室の事業化
家事支援事業の情報
部会・委員会情報
会員の広場
文芸欄・投稿作品欄
交流情報他
事務局からのお知らせ他

平成 28年 9月20日現在
…………………………………(２)
…………………………………(３)
…………………………………(４)
…………………………………(５)
…………………………………(６)
…………………………………(７)
…………………………………(８)

男 ７５０人 (52人減)
女 ４７１人 (29人減)
合計１２２１人 (81人減)
( )内 平成 28年 4月 1日
より増減

坂戸市ワークプラザ主催パソコン講座
出先でも歩きながら地図やゲームが出来
て、各種の検索も可能です。
ワークプラザ主催の自主事業としてパ
便利ではありますが、その反面事故や
ソコン講座を開催いたしました。
争いごとが起きたり、他人に迷惑を掛け
これまでとは違ったパソコンの初心者
たりしていることも事実のようです。あ
を対象とした「ゼロから始めるパソコン
る大学教授がコメントしていましたが、
超入門」として
就職先企業が、パソコン必須にもかかわ
①パソコンの起動から基本操作
らず、出来ない学生が結構多く、大学に
②インターネットやメールの使い方、
於いてはレポートの作成が手書きだった
写真の取り込み方法
りするそうです（パソコンが高額な事も
に分け
要因の一つとの事）。そうなると、今ま
①は６月 日（土）、８月 日（土）
では高齢者が若い人たちに教わっていた
②は７月 日（土）、９月 日（土）
パソコンが、逆に教える時代が来るのか
の各 回、計４回の開催となりました。
も知れません。
初回こそ受講者が少なかったのですが、
さあ皆さん、私たち高齢者が厄介者に
広くシルバー会員にも募集したところ、
なるのではなく、若い人たちの指針にな
延べ 名と受講者が増え、中には４回す
るべく、しっかりと技術を身につけて、
明るい未来を目指そうではありませんか・・・。 べて受講するという熱心な方もおられま
した。
パソコン教室実行委員
対象者 が初心者で
長谷川 哲夫 記
あり、その上ＰＣは
各自の 持ち込みで す
からＯＳもばらばら
で 、 講 師 陣は ほ ぼ 個
別の対応となり大変
苦労をしましたが、
親切・丁寧をモットー
に 指導 を した 結 果 、
受 講後 の アン ケ ー ト
では講座の内容、参加料金とも概ね良い
評価を頂きました。
今後はこの評価に甘んじることなく、
受講者の希望にあったカリキュラムと、
一層の親切・丁寧な講義を目指そうと思
いました。
パソコン教室集合講座日程表

28.10.22（土） パソコン入門

28.10.29（土） Ｗｏｒｄ入門

28.11.19（土） 年賀状の作成

28.11.26（土） Ｅｘｃｅｌ入門

28.12.10（土） インターネット・メール入門

29. 1.14（土） パソコン入門

※詳細は後日ご案内致します
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パソコン教室実行委員
渡邉 俊昭 記
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パソコン教室の事業化が
承認されました
去る７月 日（木）の理事会に於いて、
標記の「坂戸市シルバー人材センターパ
ソコン教室」の事業化が満場一致で承認
されました。
これまでに、シルバー会員並びに坂戸
市民向けに、「ワード」「エクセル」を
利用して、文書・家計簿・住所録・年賀
状などの作成講座を行って来ました。そ
の経験を十分に活かし、今回の事業化に
つなげたものであります。
また、事業化に当たっては、その運用
面や問題点など、こと細かにシミュレー
ションして参りました。それでも事業運
営する中で、問題
点が発生する事も
あるかと思います
が、一つひとつ解
決して立派な事業
として、進めて参
りたいと思ってお
ります。
パソコン教室の
最大の目的は、パ
ソコンを活用した
事業を通し、坂戸
市民との交流を図
ると共に、シルバー
人材センター会員の知識向上並びに職域
の拡大と、生き甲斐のある人生作りに貢
献することであります。
余談になりますが、今、若い人達にパ
ソコン離れが進んでいるようです。理由
はスマートフォンの普及が原因だそうで
す。スマートフォンは非常に便利で、外
Ⅰ・Ⅱ

29. 1.21（土） Ｅｘｃｅｌの基礎

名

座

講

年 月 日
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家事支援事業の情報
１．家事支援事業の実績
左のとおり順調に拡大している。

２．今年５月、当センターは「坂戸市介
清掃などにやりがいを見つけています。
護予防・日常生活支援総合事業訪問型
望月さん
サービスＡ」の業務委託について坂戸
事務所を訪ねたところ、
市と５月契約締結スタートした。
水やりぐらい出来るだろう
これは介護保険で認められた自立支
と家事支援就業を勧められ
援のための生活支援サービスで、市内
就業希望書を提出、６月に
４ケ所の地域包括支援センターと連携
室内清掃、８月に水やり就業が実現しま
して週１～２回の定期的訪問をして、
した。
買物、室内清掃、食事づくりなどを支
援するもので、８月現在５名の方が利
４．家事支援事業の拡大に皆さんのご協
用中。高齢化と福祉サービス利用によ
力をお願いします。
り徐々に増加が予想されております。
４月同制度「基準緩和型サービス事
高齢化社
業に関わる研修会」実施（ 名参加）
会を迎え、
エアコン・
３．家事支援就業者の声
換気扇の清
掃、食事づ
根生さん
くり、家具
私は孫の面倒を見ること
などの粗大
となり継続的な就業はでき
ゴミ出し、
ないと思いましたが、単発
床張り、手
就業の「家事支援班」登録
すり設置、
を勧められ、現在、週１回１時間就業を
ペンキ塗り
継続中。
などのご依
個人宅に訪問することに抵抗感があり
頼も多くなっ
ましたが、今は訪問先の方と会話しなが
ております。
らの就業が楽しみです。
会員の皆さ
んの身の回りの方々にシルバー利用の声
岩田さん
掛けが大きな力になります。
当初、家事支援就業は
皆さんのご協力をお願いします。
難しいと思っていました。
家事支援専門員 不二井 福太郎 記
今は老夫婦や体の不自由
な方の食事づくり、室内

研修会風景
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部会・委員会情報

（女性の会）
☆第二回 女性の会勉強会
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（安全就業委員会）

７月 日（金）入西地域交流センター
食品工房室に於いて、参加者 名で料理
教室が開催されました。
当日は、小林ミヨ子先生を講師にお迎
えして「夏バテ防止」の料理 品を作り
ました。
＊夏野菜香味炒め
＊ナムル
＊パンプキンポタージュ
＊淡雪風寄せ物
香味として、
にんにく、しょ
うが、赤唐辛
子、コショウ、
ごま油などが
使われ、味覚
を刺激し、夏
野菜の彩りで
食欲をそそり
ました。
デザートの
淡雪風寄せ物
は、寒天に砂
糖、水とサイダーを同量に入れることで
淡雪のようなきれいなゼリーが出来まし
た。
簡単にでき、野菜だけでも美味しくバ
ランスのとれた食事をいただきました。
次回は 月に健康講座を予定していま
す。ご期待ください。
女性の会 小林 幸子 記
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業務上の安全について

10

委員長 小澤 三男
会員が就業するにあたり「安全
は全てに優先する」ものでありま
す。
安全就業対策は重要な課題とし
て安全就業委員会では組織的に取
組んでおります。
平成 年度９月現在会員１２２
１名の登録があります。
加齢による身体の衰えをはじめ、
慣れによる慢心や過信による事故
が発生している状況にあります。
このような事故は安全対策の徹底
やルールを遵守していれば防ぐこ
とができるものも多分にあります。
安全就業委員会では傷害、物損
事故撲滅のため会員に安全就業意
識の高揚を図るとともに、事故を
未然に防ぐ取組みを行っています。
そのひとつとして就業現場巡回
の強化に取組み、会員の就業場所
におもむき、適正な作業が行なわ
れているかの検証を行ない、事故
ゼロを目指しています。
最後に、会員皆様に必ず守って
いただきたいことは次の ヶ条で
す。
28
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（事業部会）
☆接遇講習会が開催されました
９月 日（水） 時からワークプラザ
３階会議室で、講師に（株）結コンサル
ティング細田恵子社長をお迎えし、「基
本応対を確認しましょう ！」をテーマと
した接遇講習会が開催されました。
参加者 名。
14

内容は「表
情や姿勢の基
本」「言葉づ
かいの基本」
「訪問時の留
意点」等で、
実技を交えてのわかりやすい説明で、サー
ビス業務や個人宅での就業時、お客様に
対する接し方、仕事の質を向上させるた
めの良い機会となり、応対の第一は「こ
ころ」が通じることが大事と感じさせら
れる講習会でした。
広報部会 齊藤 慶子 記
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会員の広場

職 場 を 訪 ね て

☆株式会社マミーマート坂戸八幡店

マミーマートが現在地に移転したのは、
今年の４月です。４０７号線に位置する
当店は、周囲にヤマダ電機や紳士服のア
オキ、ＴＵＴＡＹＡなどの大型店舗があ
り人や車の流れが多いところです。就業
前の９時 分、代表の小澤三男さんに話
を伺いました。現在６人の男性会員がロー
テーション就業をしています。就業時間
は午後２時～５時、午後５時～８時まで
の３時間、就業
体制は各時間帯
１名です。仕事
内容はカゴ、カー
トの回収です。
安全第一に就
業することが大
切ですが、接客
の際にお客さま
に好印象を与え
ることを強く求
められます。特
にお客様からカゴを受け取る時は「あり
がとうございました」と声をかけること
が重要で、実は接客にあまり慣れていな
いメンバーは、これが一番苦手だったよ
うです。「今は慣れてスムーズに言葉が
出るようになりましたけどね」と笑顔で
話してくれました。
広報部会 岩瀬 祐子 記
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新入会員研修会開催される
年度第１回新入会員研修会は、８月
２日（火）ワークプラザで４月から入会
された会員 人を対象に行われました。
中村副理事長と栗原専務理事からシル
バー人材センターの現況や組織活動につ
いて、詳細な話がありました。請負・職
群別の仕事内容を聞いて、仕事はタイミ
ングもあり、なんでも受ける気持をもつ
ことが大事であること、就業上のモラル
の向上の大切さ、さらにセンター行事へ
の参加等、多岐にわたるセンター事業を
理解されたようでした。
総括的な
研修のあと、
地区別に分
かれて、地
区委員との
会合を持ち
ました。
地区別事
業報告会が
年１度ある
こと、地区
班長を通し
てセンター
からの連絡
事項の伝達
や研修会などの文書が配布されることな
ど、地域班の役割を説明しました。
坂戸中央地区 池田 重人 記
28
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【作】田上吉隆

欄

稿

【撮影】池田重人

芸

投

切り絵【 川越城 】

文

にがうりの歌
黄色に熟した「にがうり」は
採種用に畑に残しておこう
青色の新鮮な「にがうり」は
効用の素として喰するのだ
暑い夏の昼下がり
近づく秋の気配も
暑い閏年の夏

【 現存する日本最古の天守閣 】
丸岡城（福井県坂井市）

てつんど

青木 薫

小林幸子

伊東雪江

岳 風

平成二十八年 盛夏
綿貫 和夫

【撮影】綿貫和夫

俳 句
☆虫の音を枕にねむる一人かな

川 柳
☆あれ以来祈るポーズは五郎丸

☆認知症予防力をこめるハグ

☆百歳をめざし筋トレする日課

短 歌
☆菜園の青菜の出来栄え
凶作で虫と分け合う
今朝の味噌汁

にがうり畑

交 流 情 報

平成28年度 親睦旅行 ＆
シルバーまつりにご参加下さい‼

◆シルバーまつり
11月12日(土)・11月13日(日)の両日、ワー
クプラザ・市民健康センター駐車場を中心
にシルバーまつりを実施します。

去る７月 日、長野県松本地域ＳＣか
ら青木専務理事兼事務局長を含む役職員
４名の来訪があり、当センターは荻野理
事長と事務局で対応いたしました。
視察研修の目的は、主に新規に空き家
管理事業を立ち上げるための視察という
ことでありました。
研修内容はお互いに事業概要を説明し
た後、空き家管理事業を立ち上げた経緯、
市と締結した協定書の内容、実績及び実
務等について説明を行いました。
その後の意見交換では、立ち上げから
の問題点や今後の課題についての質問が

☆松本地域ＳＣ役職員が来訪！

さかど

20

出るなど活発な研修会となりました。
また、短い時間ではありましたが、地
域性はあるものの、同様の問題点等が共
有できたことは非常に良かったと思いま
す。
新入会員の紹介

◇新入会員名簿
【５月入会者】（ 名）
（勝呂地区）
荒木千恵子・荒木峰雄
下田孝範・市橋顕
（大家地区）
吉田一夫・吉田恭子
川田秀子
（北坂戸地区） 浅野勇一・永野敏夫
（坂戸中央地区）田嶋貞二・鹿野真二

髙畠東成・保坂輝美
（坂戸東地区） 小林正彦・先崎清子
石川祥子・久木田裕美
（坂戸西地区） 秋田裕次・榎本長壽
【６月入会者】（ 名）
（三芳野地区） 本間利則・大川洋行
（入西地区）
野上好治
（北坂戸地区） 中村守・吉原悦子
永井民雄・高濱敏邦
（坂戸中央地区）金城年雄・石塚いく子
小熊義雄・安藤正子
伊藤とき子・太田清
坂本光次
（坂戸東地区） 内田幸雄・岸強志
栗山鉄彦
（坂戸西地区） 畳屋美津子
【７月入会者】（ 名）
（三芳野地区） 近藤八郎
（勝呂地区）
佐々木彌佐雄・高橋博
（大家地区）
伊藤博・萩原由紀枝
（北坂戸地区） 髙橋正直
（坂戸中央地区）山本武
（坂戸東地区） 小堤良夫・大野準
（坂戸西地区） 上田公生
【８月入会者】（７名）
（三芳野地区） 小菅武雄
（大家地区）
小川豊房
（北坂戸地区） 宮本員行
（坂戸東地区） 渥美厚・宇野敏子
漆山ルリ子
（坂戸西地区） 畠山誠

18
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◎実施種目は以下の６つです。
①作品展示
②産物販売
③模擬店
④フリーマーケット
⑤センターＰＲ
⑥その他
（大抽選会、チャリティーバザー等)
今年は模擬店に注力しようと思ってい
ます。
※案内チラシを発行しお知らせする予定
です。当センターホームページにも掲
載いたします。ご期待ください。

19

◆親睦旅行
「北条氏ゆかりの地を訪ねて」と称して、
配布チラシでお知らせした小田原城など
の観光バス旅行を行ないます。
【日
程】 10月24日(月) 日帰り
【参加人数】 先着80名(大型バス２台)
【参 加 費】 ６，０００円

シルバー
( 7 )

事務局からのお知らせ
◆配分金支払証明書について

【価 格】１冊 二百円
【サイズ】１４０×８８
※限定百五十冊となります。ご希望の
方はお早目にお願いします。
◆「２０１７年カレンダー」を販売します

毎月の配分金支払日が掲載されていま
す。ご希望の方はお早目にお願いします。
【発売日】平成 年 月７日（月）
【規 格】５３５×３８０
枚
【価 格】１本
二百円
〈植 木 班 〉

平成

年 ９ 月 １ 日 より
新副班長 木村 清

年

石 川登志夫

月 １ 日 より

旧副班長 田 村 昌造

〈 受 付 清 掃班 〉 平 成

新班長

霜凍 順子

（新 ） 尾櫃 玉枝
（旧 ） 田 村 昌造

訃 報

相賀 貴征 様（坂戸中央地区５班）
享年 七十六歳
鎌田三太郎様（坂戸西地区５班）
享年 七十九歳
池田 靖幸 様（入西地区２班）
享年 七十 歳
栁澤 精一 様（北坂戸地区２班）
享年 七十五歳
川口廣太郎様（入西地区３班）
享年 七十七歳
吉岡 輝明 様（坂戸東地区４班）
享年 七十五歳
川又 新一 様（坂戸西地区５班）
享年 七十八歳
須﨑 安次 様（北坂戸地区３班）
享年 八十二歳

謹んでご冥福をお祈りいたします

編集後記

定時総会特集号を発行したため、
号は８ページとなりました。物足りな
いと思うか、丁度よいと思うか、皆様
はいかがでしょう・・・。
パソコン教室の事業化が承認されま
した。パソコン操作の習得をめざした
ものの挫折し、周りに迷惑をかけてい
る身と して は、高齢者で も出来るのだ
と、再度挑戦しようか迷う日々です。
月開催のシルバーまつりには、役
員、関係者一同、楽しんでいただける
ものにしようと 力を 入れて います。
ご来場をお待ちしています。
広報部会 齊藤 慶子 記

89

28

（ 坂 戸中 央地 区 ９班 ）
平 成 年 ８月 １ 日より

旧班長

10

平成 年中に配分金の支払いを受けた
方には、支払証明書を発行いたします。
発行は平成 年１月 日（火）を予定し
ておりますので、税の申告等で必要な方
は事務局まで受け取りに来てください。
なお、事前に証明書が必要な方はお申し
出下さい。

◆「２０１７年版」会員手帳を販売します

【発売日】平成 年 月 日（火）

11

mm

mm
13

17

◆平成 年配分金支払日について

（前期分）

28

28

29

原則として毎月 日支払いとなります
が、諸事情により左表の通りとなります
ので、ご注意ください。
６月１５日（木）

11

木村清さん

28

29

２月１５日（水）

配分金明細書を毎月発行しております
ので、３ヶ月以内の受け取りにご協力下
さい。なお、明細書不要の方は事務局ま
でお申し出ください。

５月１７日（水）

15

28

15

４月１７日（月）

11

石川登志夫さん

尾櫃玉枝さん

３月１５日（水）

28

職群班班長交代

地域班
班長交代

１月１７日（火）

( 8 )

さかど
シルバー

