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事務局からのお知らせ
●第6回定時総会
↓

5月28日（土）午後2時から、守口市文化センターに
おいて第6回定時総会が開催されました。

表
彰
の
様
子

総会は太田トシエ会員の司会で進行し、大西理事長の
開会あいさつの後、在会10年表彰として、表彰者61名を代表して
川辺美和子会員が表彰状を受領され、退任された役員で
在任期間が4年以上の方6名を代表して白石捷子会員が感謝状を
受領されました。受領された皆様おめでとうございます。
また、退任された役員様、お疲れ様でした。

続いて、西端守口市長、澤井守口市議会議長様からご祝辞を頂き、議長に岸野敏男氏を選出し、議案審議に
入りました。
当日の会員数は1,402人で、出席者数218人・委任状提出者838人 計1,056人となり、会議の成立を宣言、
議事録署名人に米田洋子理事・筒井公一理事を選出しました。
第1号議案 平成27度事業報告について
第2号議案 平成27年度決算報告及び監査報告について
以上2議案が承認された後、続いて
第1号報告 平成28年度事業計画について
第2号報告 平成28年度収支予算について
以上の2報告がされ、最後に人見副理事長の閉会のあいさつで総会を閉じました。
総会終了後、筒井理事の歌唱指導で、全員で「ふるさと」を合唱し、笑顔で解散しました。
総会にご出席頂きました会員の皆様、委任状を提出して頂きました会員の皆様、
また、当日、会場準備などでご協力を頂いた皆様、お疲れ様でした。
皆様のお蔭をもちまして無事、総会を終えることが出来ました。
ありがとうございました。
🌸～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～🌸
●会報 掲載記事募集‼
会報「ふれあい」第54号（平成28年8月1日発行）に掲載する記事を募集いたします。
・会員の広場の記事募集

テーマは『思わぬ出来事』です。

皆さんがこれまでに経験した、アッと驚く出来事、感動した出来事 などのエピソードを募集します。
※紙面の関係で800字程度でお願いします。
・シリーズ「私のお気に入り」
皆さんにとってのお気に入りのもの、場所などなんでも結構です。皆さんの「お気に入り」を
教えてください。
ＦＡＸ ： 06-6998-3659

締め切りはいずれも6/20（月）までです。

Ｅメール ： kitano@sjc.ne.jp

皆様のご応募お待ちしています♪
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担当；北野

◆イベントのお知らせ
●福利厚生部会主催で
健康ダンスを開催しました

●健康カラオケ大会を開催します♪
福利厚生部 主催
日 時：平成28年7月11日(月)
午後1時～午後4時

5月20日（金）センターの2階で健康ダンスを開催しました。

場 所：松心会館ＡＶルーム

今回は健康ダンスに加え、体力テストも行いました。

門真市中町1-13（門真市駅徒歩5分）
参加費：1,000円

体力テストの結果に皆さん一喜一憂されていました。
参加者からは「初めての参加でしたが、わかりやすくダンス

(軽食付き、飲み物は別途）

の説明をしてもらえたので楽しめました。」「翌日、筋肉痛に

定 員:20名

なり、年齢を感じたが、よい運動になった。」といったご感想

元気に歌って楽しみたい方、集まれ～♪

をいただきました。

お申込みは事務局へ

次回は8月8日（月）梶ふれあいの家で開催を予定しています。
詳細は事務局便り7月号でお知らせします。
ご参加、お待ちしております♪

◆求人情報
個人宅の庭掃除

病院緑地の散水、除草、清掃

場 所：大久保町5丁目

場 所：外島町

時 間：毎週2回 火、金（応相談）

配分金：4,290円/業務

午前中2時間

月に50～60時間程度

配分金：1,716円/業務

※早朝から仕事のできる方
担 当：南野

担 当：川口

子供の習い事の送り迎え

病院の清掃業務

場 所：寝屋川市の小学校から門真の幼稚園まで

場 所：京阪京橋駅 徒歩10分 交通費支給

時 間：15：30～18：30頃まで

時 間： 7:00～16:00(7時間)

配分金：3,090円/業務

2日間就業、2日間休みの繰り返し

小学校1年生の習い事の送り迎えです。

配分金：7,308円/業務

担 当：南 野

担 当：西 尾

商品管理

弁当の惣菜詰めと簡単な調理

場 所：佐太中町3丁目

場 所：高瀬町5丁目

時 間：原則8:30～12:00 月～金

時 間：7：00～11：00(4時間)

派遣業務

週5日 20時間 相談可

配分金：3,064円/業務

勤務期間：6月1日～12月末(継続予定）

※伝票を元に商品を箱詰め、配送準備
担 当：西 尾

時 給：858円

担 当：青 木

溶接のバリ取り

守口市広報の配布
場 所：南寺方南通り3丁目付近
月末納品、月初配布
配布数：420部

場 所： 西郷通2丁目

派遣業務

時 間： 9：00～15：00(5時間)

工場勤務

週4日

配分金：9.26円/1部

経験者

勤務期間：6月1日～12月末
担 当：西 尾

時 給： 858円
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担 当：青 木

◆センターの活動報告
●各種会議報告
5月6日

地区委員会

28年度の取組み、総会の取組みについて、他

5月13日

諮問委員会

Ｈ27年度事業・決算報告、Ｈ28年度事業計画・収支予算について他

5月16日

事業部会

実績報告、定時総会最終打ち合わせ

5月18日

会報編集委員会

会報第54号の発行について

5月23日

総務財政部会

総会について、役員合同研修会について、他

5月24日

福利厚生部会

カラオケ大会、健康ダンスについて、他

安全点検！準備体操！

●事故報告

5月は無事故でした。

27年度、植木班では事故が多発しました。
事故統計

これを反省し、28年度から各班全員で“安全
5月

点検”と“準備体操”を実施します。
今年度は
事故件数“0”に
向かって頑張ります。
植木班

●実績報告
受注件数

306件

月間就業実人員

935人
67.1％

1日平均就業人員

715.3人

1日平均就業時間

3.1時間

1人月平均就業日数

14.5日

契約金額合計

請負事業

介護保険事業
障がい者
総合支援事業
派遣事業

個人賛助会員

賠償

傷害

賠償

就業中

0

0

1

0

就業途上

0

0

0

0

合計

0

0

1

0

されました。総勢20名、当センター は2名が参加しました。
草刈り機の実技講習日は大変陽射しが強かったのですが、
皆さん楽しそうに、仲良く実技講習を
受けていました。
講習で培った技能と経験 を
各センター で発揮してください。

46,117,593円
配分金

40,587,074円

事務費

5,123,324円

材料費

407,195円

受注件数

91件

契約金額

4,158,376円

受注件数

31件

契約金額

1,537,611円

派遣件数

28件

契約金額

3,302,825円

会員数合計
内訳

傷害

除草講習に参加しました
河北ブロック主催の除草講習会 が5月11日、13日に開催

平成28年5月 会員就業実績表

月間就業率

28年度累計

会員ミニギャラリー
あなたの作品を発表しませんか。
手芸品・写真・絵画等ジャンルは問いません。

作品3～6点の写真をデジカメのデータまたは作品をお持ち
いただければ事務局で撮影します。
作品はホームページで1か月間掲載させていただきます。

プルタブ収集の報告
5月度のプルタブ収集は 10 ㎏でした。
ご協力ありがとうございました！
衣料品寄付の報告

1,394人

「衣類を海外支援に！」ということで、事務局で利用して

男性

826人

女性

568人

いない衣料品（ジャージなど）計 41 点を寄付しまし
た！事務局で利用していない物が地球のどこかで役に立っ

男性19人・女性14人

ている…うれしいですよね。
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◆事務局からのお知らせⅡ
・就業相談会

・入会説明会

仕事の詳細な希望、趣味等を会員理事が相談員になってお聞

お知り合いなどでシルバー人材セン
ターに少しでも興味を持っておられる方

きする定例相談会を開催いたします。就業情報は随時提供して

には、ぜひ入会説明会にご出席いただく

いますので、電話・来所をお待ちしています。

ようお勧めください。

※希望される方は事前予約をお願いします。

日 時：6月20日(月) 7月5日(火)

※就業情報を提供するための相談会ではございません。
日 時：6月13日(月) 7月11日(月) 午前10時～午後3時

午前10時～

場 所：シルバー人材センター2階

場 所：シルバー人材センター2階

月/日 ： 時間
女性部
きさらぎ会

手作り作業
着付け教室

パソコン班

パソコン教室

研究会

場所

6月2日(木) 10日(金) 16日(金) 24日（金）
いずれも10：00～16：00
6月6日(月) 20日(月)

備考

センター2階
センター2階

1,500円/月

火曜日 9：30～11：30 13：30～15：30
木曜日 9：30～11：30 13：30～15：30
土曜日 9：30～11：30

センター2階

受講料
2時間
1,900円

6月27日(月) 13：30～

センター2階

会員例会

◆同好会のコーナー
パターゴルフ同好会
練習：毎月 火・木曜日
例会：第2・4木曜日 9：00～12：00
参加費￥500(ｹﾞｰﾑ代込み)賞金あり
6月第4木曜日大会コンペ 参加費￥1,000
賞品・賞金・参加賞あり
連絡先：大和 末道（06-6901-7366）

カラオケ同好会
毎月第一日曜日に神木会館（法務局裏）で
開催しています♪
連絡先；岡田 輝彦（090-8164-2114）
ご応募お待ちしております！

第44回ＭＳＧ会コンペ結果報告
優 勝：兵藤 正憲
準優勝：村田 明雄

詩吟、将棋、シンビジュウム、などいろ

第3位：赤津 徳雄

いろな同好会発足の声があります。

次回のコンペは9月の中頃の予定です。

興味がある同好会があれば事務局までご

また、ゴルフ同好会では会員を募集しております。

連絡を下さい。仕事も趣味も充実した

連絡先：稲生 博

シルバーライフを謳歌しましょう

（06-6908-7691）

皆様のご応募、ご参加お待ちしております♪
あなたの地区の

平成28年5月6日発行
公益社団法人守口市シルバー人材センター
〒570-0097 守口市桃町3番30号

TEL：06-6998-3601 FAX : 06-6998-3659
Mail : moriguchi@sjc.ne.jp
http://www.sjc-moriguchi.or.jp
です。

シルバー人材センターマスコット
チエブクロー

事業所業務時間外の緊急連絡先 ： 080-6146-4321

-4-

