
《　全国シルバー人材センター事業協会並びに石川県シルバー人材センター連合会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

３１．４．２２ 石川県シルバー人材 金沢ものづくり会館 事故を無くすための意見交換 神　洋一

センター連合会 八幡　幸治

「事故撲滅推進会議」 古市　富夫

山岸　昇

１．５．２９ シニアフェスタ　2019in 県立音楽堂 シルバーの説明・体験談ディスカッション 一般県民対象

金沢（県シ連主催） 邦楽ホール 御供田　幸子一座のばあちゃんコント 西川　美香

１．６．１１ 第１回事務局長会議 石川県地場産業 議題 児玉局長

振興センター （1）最近の雇用失業情勢について

（金沢市） 　　石川労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官　　山﨑　強　氏

（2）全シ協全国事務局長会議の伝達事項について

(3）安全・適正就業の徹底について

(4）令和元年度国委託事業について

(5）令和元年度センター支援事業について

(6)労働者派遣事業について

　その他

１．６．２０ 令和元年度定時総会 中野サンプラザホール 報告事項　 平成30年度収支補正予算 欠席

（全シ協） 第1号議案　平成30年度事業報告承認の件

第2号議案　平成30年度決算承認の件

　　　　　　　　（監事監査報告）

報告事項　 令和元年度事業計画

報告事項 　令和元年度収支予算

第3号議案　第20期理事選任の件

第4号議案　第20期監事選任の件

第5号議案　役員報酬規程改正の件

第6号議案　令和元年度定時総会決議の件

１．６．２０ 衛生委員会・安全対策 県シ連　会議室 １．事故報告 児玉局長

協議会（県シ連） ２．審議事項

　　　蜂刺され対策、熱中症対策

３．その他報告事項

１．６．２５ 令和元年度定時総会 ホテル金沢 報告第１号　平成30年度収支補正予算について 中山理事長

（県シ連） 第1号議案　平成30年度事業報告承認について

第2号議案　平成30年度決算について

　　　　　　　　（監事監査報告）

第3号議案　理事及び監事の選任について

【報告事項】

報告第2号　令和元年度事業計画について

報告第3号　令和元年度収支予算について

１．８．７ 県シ連第１回普及啓発委員会 県シ連　会議室 【議件】 委員６名

①　平成30年度実施状況（報告）について （児玉）

②　令和元年度推進計画（案）について

③　その他

令和元年度事業活動内容



《　全国シルバー人材センター事業協会並びに石川県シルバー人材センター連合会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．８．２６ 派遣担当者研修 石川県女性センター 議件①　石川労働局からのご指導 伊戸川　勲

（金沢市） 　　　　「派遣事業の適正運営について」

　　　　　石川労働局職業安定部需給調整事業室長　　西本　正晃　氏

　　　　「年次有給休暇の時季指定について」

　　　　　石川労働局基準部監督課　地方労働基準監察監督官　　池田　成夫　氏

　　　②労働派遣業務運営状況について

　　　③業務運営に係る意見交換

　　　　安全運転、就業時間、雇用保険、年次有給休暇の時季指定など

１．１０．１０ 適正就業担当者会議 連合会館（東京都） 開会挨拶　　　全国シルバー人材センター事業協会　　今野事務局長 伊戸川　勲

　講　義「適正就業ガイドラインに沿った業務運営」　　全国シルバー人材センター事業協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石原業務部長

　講　義「業務例から見る適正就業」　　　　　　　　　　全国シルバー人材センター事業協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スーパーバイザー　塙　陽子　　氏

　事例発表「請負就業と派遣事業の取り組み」　　　　小諸北佐久シルバー人材センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事兼事務局長　　小林　憲一　氏

閉会

１．１０．１０ 県シ連主催 金沢駅もてなし広場 普及啓発月間のイベント 埴崎　滋

「シニアフェスタ秋の陣 　　金沢駅もてなし広場にて、シルバー説明会を行ったり、体験コーナー、御供田幸子一座の劇等々 辻口　芳治

　　　　　　　　　　2019」 　　チラシ配布もし、シルバーＰＲ活動を行った。 中田　千恵子

吉野　静子

櫻井　洋美

１．１０．１７ 県シ連主催 高松グラウンドゴルフ場 県内ＳＣの会員相互の親睦を深めるため、県シ連主催で行う。 会員15名

グラウンドゴルフ大会

１．１０．２４ 衛生委員会・安全対策 県シ連　会議室 １．定例報告 児玉局長

協議会（県シ連） 　　①派遣事業における労働災害事故について

　　②派遣事業の賠償事故について

　　③派遣事業のその他事故について

　　④請負・委任における事故について

２．審議事項

　　①交通事故防止対策について

３．その他報告事項

　　①月間行事等について

　　②次回委員会の開催について

　　③その他

１．１０．２８ ＮＲＩ社会情報システム 金沢ものづくり会館 1）会員獲得に向けたマーケティング戦略 西川　美香

「ユーザー研修会」 2）アンケート結果報告「変わる高齢者の就業意識・行動」

3）「エイジレス80」業務・経理システムの有効活用

4）派遣事業処理システム「Ｃｏｌｌａｂｏ80+」の有効活用

5）「エイジレス80」「Ｃｏｌｌａｂｏ80+」新機能のご提供予定について

6）各種オプションサービスのご紹介

１．１０．２９ 第２回事務局長会議 金沢ものづくり会館 （1）連合会からの説明事項 児玉局長

（金沢市） 　　①全シ協からのシルバー人材センター事業に関する情報提供

　　②安全・適正就業の徹底について

　　③同一労働同一賃金について

　　④その他

（2）全国シルバー人材センター厚生年金基金説明

　　「厚生年金基金の代行返上・確定給付企業年金基金（総合型ＤＢ）への移行について」

１．１１．１５ 第1回事業推進計画 県女性センター 石川県シルバー人材センター連合会の中期計画策定のための委員会 児玉局長

策定委員会（県シ連） （金沢市） 議事（1）委員長及び副委員長の互選について 他委員8名

　　 （2）県シ連事業推進計画（仮称）の策定について

　 　（3）その他



《　全国シルバー人材センター事業協会並びに石川県シルバー人材センター連合会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．１１．２１ 北信越ブロック県連合 ロイヤクホテル長野 1.開会 児玉局長

　～１１．２２ ・活動拠点職員研修会 2.会長挨拶

・活動拠点職員研修会 3.歓迎の挨拶　　

・経験交流会 【第１部】　　講演　　　　演題「令和時代のシルバー人材センターのあり方」

　　　　　　発表者：公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会　　専務理事　姉崎　猛　氏

【第２部】　　グループ討議

　　　　　　　予定テーマ　①女性会員拡大への取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　②安全就業への取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　③適正就業への取り組み

２日目　　　グループ討議

【第３部】全体会　　　　意見交換、発表、総活

　閉会

１．１２．１６ 理事長会議（県シ連） 石川県女性センター ①令和2年度シルバー人材センター関係予算概要要求について 埴崎　滋

（金沢市） ②安全就業の徹底について （理事長代理）

③適正就業の徹底について

④会員の確保拡大について

　（1）連合会の取組

　（2）各センターの取組

　（3）昨年度の取組の効果など

⑤退会者の抑止策について

　各センターの取組

⑥その他

１．１２．２０ 同一労働同一賃金 県シ連　２階 同一労働同一賃金事務打合せ 伊戸川

事務打合せ

１．１２．２４ 第2回事業推進計画 県女性センター 石川県シルバー人材センター連合会の中期計画策定のための委員会 児玉局長

策定委員会（県シ連） （金沢市） 議事（1）事業推進計画（素案）について 他委員8名

　 　（2）その他

２．１．２３ 衛生委員会・安全対策 県シ連　会議室 １．定例報告 児玉局長

協議会（県シ連） 　　①派遣事業における労働災害事故について

　　②派遣事業の賠償事故について

　　③派遣事業のその他事故について

　　④請負・委任における事故について

　シルバー派遣事業における労働災害発生状況

２．審議事項

　　①認知症予防対策について

３．その他報告事項

　　①月間行事等について

　　②次回委員会の開催について

　　③その他

２．１．２７ 中堅職員研修 すみだ産業会館 【１日目】 西川　美香

　　～１．２８ （東京都） 講義「令和時代のシルバー人材センター事業　―中堅職員への期待―」

　　講師：全シ協　専務理事　　姉崎　猛　氏

講義「成長する組織になる”はじめの一歩”」

　　　「創造的な会議にする技術～ファシリテーション入門～」

　　講師：中小企業診断士　　長谷川　潤　氏

分科会テーマ　　①「会員100万人けいかくを達成するため中堅職員として何ができるか」

　　　　　　　　　　②「事業展開における自慢・悩みについて」



《　全国シルバー人材センター事業協会並びに石川県シルバー人材センター連合会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

２．１．２７ 中堅職員研修 すみだ産業会館 【２日目】

　　～１．２８ （東京都） 1.分科会座長から中堅職員のみなさんへ

　講義「ＳＣの中堅職員として果たすべき役割等」

　　講師：全シ協　業務部長　　石原　亘　氏

　講義「会員100万人計画を達成するための情報発信」

　　講師：中小企業診断士　長谷川　潤　氏

　総評　　全シ協　事務局長　　今野　文平　氏

２．１．３０ 第３回事務局長会議 石川県女性センター 議題①　全シ協からのシルバー人材センター事業に関する情報提供 児玉局長

（金沢市） 　　 ②　安全・適正就業の徹底について

　　 ③　労働者派遣事業について

　　 ④　入会促進の取組について

　　 ⑤　連合会事業推進計画の策定について

　　 ⑥　その他　

２．２．６ 派遣元責任者講習会 連合会館（東京都） 派遣元責任者講習会（3年に1度受講必要） 伊戸川　勲

児玉　優美

２．２．１２ 第3回事業推進計画 県女性センター 石川県シルバー人材センター連合会の中期計画策定のための委員会 児玉局長

策定委員会（県シ連） （金沢市） 他委員8名

２．２．１８ 派遣契約に係る 石川県女性センター 派遣事業に係る来年度の取り組み方針等 伊戸川　勲

事務打合せ （金沢市）

２．２．２５ 令和元年度役職員研修会 金沢市ものづくり会館 講演①　「労働紛争防止等について」　　講師：長澤　裕子弁護士 岩本　昇恵

（金沢市） 講演②　「同一労働同一賃金について」　　講師：谷内　美穂子社会保険労務士 高野　修

児玉局長

２．２．２８ 能登地区職員研修会 七尾市ＳＣ テーマ：「魅力あるシルバー人材センターを目指して」　 伊戸川　勲

　　　　　　　　　　　講師：NRI社会情報システム㈱　　兼永　敏博　氏 児玉　優美

《　内灘町シルバー人材センター事業関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

３１．４．２５ 第１回理事会 内灘町ＳＣ 議案 役員12名

１．令和元年度定時総会の日時・場所について 欠席１名

２．令和元年度定時総会議案について 児玉

　　報告第１号　平成30年度収支補正予算 伊戸川

　　議案第１号　平成30年度事業報告の承認

　　議案第２号　平成30年度決算報告の承認

　　　　　　　　　　監査報告

　　議案第３号　理事１名の選任

　　議案第４号　監事１名の選任

　　報告第２号　令和元年度事業計画

　　報告第３号　令和元年度収支予算

　　その他　　　お客様満足アンケート結果

　　　　　　　　　第１次中期計画の見直し

３．令和元年度定時総会の来賓について

４．令和元年度会員・職員表彰者について

５．理事の利益相反取引について

６．財務規程の一部改定について

報告事項

報告第１号　新規申込会員の承認報告について

報告第２号　平成30年度年会費未納会員の退会報告について

報告第３号　消費税率改定に伴う単価表の改正（案）について



《　内灘町シルバー人材センター事業関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．５．２８ 令和元年度定時総会 内灘町文化会館 １．開会の辞 出席会員72名

視聴覚室 ２．理事長挨拶

３．会員表彰並びに職員表彰

４．令和元年度安全就業標語応募優秀作品表彰

５．来賓挨拶

６．議長選任

７．議　　　事

報告第１号　 平成30年度収支補正予算

議案第1号　平成30年度事業報告の承認

議案第2号　平30年度決算報告の承認

議案第3号　理事１名の選任

議案第4号　監事１名の選任

報告第2号　　令和元年度事業計画

報告第3号　　令和元年度収支予算

８．議長退任

９．閉会の辞

１．７．２９ 第２回理事会 内灘町ＳＣ 【報告事項】 役員13名

会議室 報告第１号　平成31年4月～令和元年6月までの事業報告及び会計報告について　 児玉

【議案審議】 伊戸川

議案第１号　令和元年度補正予算（１回目）について

議案第２号　就業規則の一部改定について

【報告事項】

報告第２号　事故報告について　

　　　　　　　　・チェーンソーの取り扱いについて

報告第３号　新規申込会員の承認報告について

報告第４号　今後の予定について

１．７．３０ シルバーへの支援要請 内灘町長並びに内灘町議会議長へシルバー支援要請文を提出

１．９．１９ 第３回理事会 内灘町ＳＣ　 【議案】 役員13名

会議室 第１号　消費税率及び最低賃金の改定に伴う配分金の改定について 児玉　優美

伊戸川　勲

１．１０．１７ 第1回事業委員会 内灘町ＳＣ会議室 議件①第2次中期計画について 埴崎　滋

議件②会員・職員親睦会について 高野　修

　　　その他 市野　淳子

中田　千恵
子

吉野　静子

櫻井　洋美

児玉　優美

１．１１．２６ 第４回理事会 内灘町ＳＣ会議室 議案第1号　常務理事の選任について 役員12名

議案第2号　「旅費規程」の一部改定について　 児玉局長

議案第3号　「役員の報酬等及び費用に関する規程」の一部改定について 伊戸川　勲

議案第4号　「職員退職金規程」の一部改定について

議案第5号　令和元年度補正予算（2回目）について

議案第6号　令和2年度予算要望について

報告第１号　令和元年度7月～9月の事業報告及び会計報告について

報告第2号　新規申込会員の承認報告について

　　　　　　　その他

２．１．２２ 第2回事業委員会 内灘町ＳＣ会議室 議件①第2次中期計画について 埴崎　滋

議件②令和2年度事業計画（案）について 高野　修

　　　その他 市野　淳子

吉野　静子

櫻井　洋美

児玉　優美



《　内灘町シルバー人材センター事業関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

２．２．３ 第１回普及啓発委員会 内灘町ＳＣ会議室 議件①「わくわく情報局」発行のお知らせについて 谷屋　義勇
一

坂下　吉宏

豊田　幸英

小竹　邦子

蒲田　邦雄

板橋　進

２．２．１４ 第3回事業委員会 内灘町ＳＣ会議室 議件①第2次中期計画（案）について 埴崎　滋

　　　　その他　　茶話会や野菜市後の反省会の開催について 高野　修

市野　淳子

吉野　静子

櫻井　洋美

児玉　優美

２．２．２１ 第5回理事会 内灘町ＳＣ　会議室 報告第１号　令和元年度10月～12月までの事業報告及び会計報告について 役員12名

児玉局長

議案第１号　「職員の給与に関する規程」の一部改正（案）について

議案第２号　令和２年度事業計画（案）について

議案第３号　令和２年度当初予算（案）について

議案第４号　第２次中期計画（案）について

議案第５号　来年度のシルバー保険について

報告第２号　同一労働同一賃金について

報告第３号　令和元年度事故報告について

報告第４号　新規申込会員の承認報告について

報告第５号　新鮮野菜市の売上報告について

《　安全・適正就業委員会活動　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．５．２２ 第１回安全パトロール 刈払機現場２箇所と手むしり現場１箇所 松木　勝

岩本　昇恵

伊戸川　勲

１．５．２２ 第１回安全・適正就業委員会 内灘町ＳＣ　会議室 議題1.本日の安全パトロール結果 安全委員6名

議題2.県内の事故発生状況（４月末） 伊戸川　勲

議題3.県主催安全大会出席の手配

１．６．２６ 第２回安全パトロール 刈払機現場１箇所・手むしり現場1箇所・剪定現場１箇所 岩本　昇恵

伊戸川　勲

１．７．３ 令和元年度安全・適正 金沢市ものづくり会館 開会宣言　　　白山市ＳＣ　理事長　竹田　由喜夫　　氏 岩本　昇恵

就業推進大会 開会挨拶　　　県シ連　　　会長　桶川　秀志　　　氏 松木　勝

来賓祝辞　　　石川県労働局職業安定部長　杉山　顕　　氏 中居　秋子

　　　　　　　　　石川県商工労働部長　　　　　徳田　博　　　氏 高橋　外志子

安全就業標語入選者表彰　　　優秀作　２名　　佳作　５名 児玉局長

講　演　「認知症施策の推進」　　講師　石川県健康福祉部長寿社会課　主任主事　竹内　祥悟　　氏

【事例発表】

　公益社団法人金沢市シルバー人材センター　　事務局長　水口　哲哉　　氏

安全就業宣言　内灘町ＳＣ　事務局長　児玉　優美　　氏

閉会宣言　　　　能美市ＳＣ　事務局長　中川　和信　　氏

１．７．２３ 県シ連地区安全パトロール 県シ連が行う近隣４センターの安全パトロール　　対象センター：かほく市（運転業務、清掃業務現場） 中居　秋子

　参加センター：津幡町ＳＣ、かほく市ＳＣ、宝達志水町ＳＣ、内灘町ＳＣ 松木　勝

伊戸川　勲

１．７．２４ 第2回安全・適正就業委員会 内灘町ＳＣ　会議室 議題1.先日の安全大会・地区パトロール結果 安全委員7名

議題2.チェーンソーの保護衣義務化に伴う使用停止 伊戸川　勲

議題3.県内の事故発生状況（６月末）

１．７．３１ 第３回安全パトロール 内灘町霊園 除草2個所・手むしり現場１箇所・剪定現場1個所 岩本　昇恵

児玉局長



《　安全・適正就業委員会活動　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．８．２８ 第４回安全パトロール 清掃現場１箇所 岩本　昇恵

伊戸川　勲

１．９．２６ 第５回安全パトロール 除草・手むしり・剪定現場３箇所 岩本　昇恵

中居　秋子

伊戸川　勲

１．１０．２４ 第６回安全パトロール 除草・剪定現場２箇所 岩本　昇恵

神　洋一

伊戸川　勲

２．２．２６ 剪定班並びに刈払班 内灘町ＳＣ　会議室 次年度作業開始時期前の安全就業へのお願い 刈払班12名

、手むしり班安全会議 手むしり班14名

２．３．２４ 第3回安全・適正就業委員会 内灘町ＳＣ　会議室 議題1　安全標語選考 安全委員5名

議題2　令和元年度安全適正就業委員会事業活動報告 伊戸川　勲

議題3　令和2年度安全適正就業委員会年間事業計画

《　石川県シルバー人材センター連合会主催各種講習会　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

３１．４．１０ 刈払い安全講習会 内灘町ＳＣ 刈払機安全技能講習会 会員8名参加

１．９．２４～ ドローン講習会 金沢ものづくり会館 空き家管理業務等に役立てるため、ドローン講習会を開催 松木　勝

１．９．２５ （県シ連） 伊戸川　勲

１．１０．８～ ガーデニング講習会 ほのぼの湯研修室 【１日目】　　ガーデニングの基礎知識・実技（植え込み）　　　　講師：福塚　理恵　 参加者7名

１０．９ （県シ連　育成事業） 【2日目】　　接遇講習、修了式

１．１１．１９ 調理補助講習会 向陽台公民館 【1日目】　講義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕平　幹子　先生 参加者8名

～１１．２０ （県シ連　育成事業） 調理室 　・食の大切さを学ぶ　　

（2日間） 　・旬の食材で調理実習

【2日目】　セミナー

　　　　　　閉講式、相談会

《　独自講習会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．５．２２ ５月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室　「名残の山菜料理」 １０名参加

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．６．２６ ６月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室　「鶏御飯（東京の料理）」 参加者11名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．７．２４ ７月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室　「祇園祭りに食する京料理」 参加者11名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．８．２８ 8月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室「夏バテ解消メニュー」 参加者8名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．９．２５ 9月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室「秋に美味しいさつまいも御飯」 参加者13名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．１０．２３ 10月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室「鯖棒寿司」 参加者16名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

１．１１．２５ 高齢者交通安全講習会 ほのぼの湯研修室 石川県警による「高齢者交通安全講習会」 会員25名

・救命救急講習会

内灘町消防本部による「救命救急講習会」

　　・心肺蘇生法

　　・ＡＥＤ使用方法

１．１１．２７ 11月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室「アボガド飯」 参加者15名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏



《　独自講習会関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．１２．６ ハウスクリーニング講習会 ハマナス公民館 シルバーの就業にマッチした「ハススクリーニング講習会」を開催 参加者12名

（独自講習会） 　講師：川口　佳世子　　氏

１．１２．１８ 12月料理教室 旭ヶ丘公民館 独自事業料理教室「加賀寿司」 参加13名

（独自講習会） 調理室 　講師：山田　満　　氏

２．１．２４ 携帯電話使い方講習会 内灘町役場 内灘町在住の方にスマホやガラケーの使い方を講習する。 参加者30名

（第１弾） 101会議室 　講師：ドコモショップアピタタウン金沢ベイ店より４名

《　監査関係　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

３１．４．１６ 平成30年度2月・3月分 内灘町ＳＣ 平成30年度2月・3月分事業執行状況及び決算監査 大崎　宏

監査 若林　優治

１．６．２７ 令和元年度4月・5月監査 内灘町ＳＣ 令和元年度4月・5月事業執行状況及び監査 大崎　宏

神農　孝夫

１．８．２７ 令和元年度6月・7月監査 内灘町ＳＣ 令和元年度6月・7月事業執行状況及び監査 大崎　宏

神農　孝夫

１．１０．３０ 令和元年度8月・9月監査 内灘町ＳＣ 令和元年度8月・9月事業執行状況及び監査 大崎　宏

神農　孝夫

２．１．７ 令和元年度10月・11月監査 内灘町ＳＣ 令和元年度10月・11月事業執行状況及び経理監査 大崎　宏

神農　孝夫

２．２．１４ 石川県立入り検査 内灘町ＳＣ 法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査 児玉局長

会議室 　立入検査を行う県職員：浦白　剛　氏、山野下　莉那　氏

２．２．２７ 令和元年度12月・1月監査 内灘町ＳＣ 令和元年度12月・1月事業執行状況及び経理監査 大崎　宏

神農　孝夫

《　その他活動　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

３１．４．１５ ハイキング 内灘町内 会員親睦のためのハイキング企画 会員4名参加

ルート：役場～内灘町消防本部視察～着弾地後視察～道の駅～役場

３１．４．２４ 第14回グランドゴルフ大会 蓮湖渚公園 会員親睦の為のグランドゴルフ大会 会員２７名参加

１．５．１９ アカシアロマンチック 内灘町役場前 会員の作った野菜や手作り品の販売 別添会員

ウォーク出店 シルバーＰＲ 8名

児玉・伊戸川

１．６．１８ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　来客数85名 会員有志

１．７．１６ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　　来客数67名 会員有志

１．８．２０ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　　来客数56名 会員有志

１．９．１７ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　　来客数56名 会員有志

１．９．２７ 除草ボランティア 内灘町役場横 除草、落ち葉清掃 会員31名

植樹帯 　会員・職員３４名参加 職員3名

１．１０．１５ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　　来客数78名 会員有志

１．１０．２２ 普及啓発月間 マックスバリュ 普及啓発月間中、町内４ヶ所にて、ポケットティッシュ・チラシ等配布を行なった。（1000部） 協力会員別紙

（チラシ・ティッシュ配布） マルエー 　　子供向け　シャボン玉、折り紙も配布

アルビス

内灘駅前

１．１２．４ 会員・役職員懇親会 粟津温泉「喜多八」 会員と役職員の懇親会を図る目的の温泉旅行 参加者24名

　　～１２．５



《　その他活動　》

年月日 事業名 開催場所 内　　　容 出席者等

１．１０．３０ 高齢者スポーツ大会 内灘町総合体育館 高齢者スポーツ大会において、シルバーＰＲチラシ戸ポケットティッシュを配布し、普及活動を行う。 板橋　進

チラシ配布 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約300部 中居　秋子

伊戸川　勲

１．１１．１９ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」　　来客数69名 会員有志

１．１２．１７ 新鮮野菜市 シルバー事務所前 「よってこか～新鮮野菜市」（今年最後） 客数53名

アカシアロマンチックウォーク手伝い会員 普及啓発月間「チラシ配布」お手伝い会員

高野　修　　市野　淳子　　埴崎　滋　　正木　正子　　板橋　進　　蒲田　邦雄　　

大崎　宏　　小竹　邦子　　坂下　吉宏　　職員3名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10名

　　埴崎　滋、髙野　修、市野　淳子、

　　辻口　芳治、大崎　宏、吉野　静子

　　中田　千恵子、櫻井　洋美、

　　児玉　優美、伊戸川　勲


