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2019 年センターニュース・ベスト１０ 
第 1 位  軽トラダンプ新車 2 台購入！ 

 

 早いものですね。 あっという間にあわただしい年の暮れになりました。 穏やかな年越しになりますよう

にご祈念を申し上げます。  

 さて、 今年も事務局視点で捉えた「 2019 年センターニュース・ ベスト 10」 を上げてみました。  

 第1 位は、 10 月に新しく 購入した「 軽ト ラダンプ2 台購入」 でした。

軽ト ラダンプ購入で1 位？…なんて方もいらっしゃると思いますが、「 た

かが軽ト ラ、 されど軽ト ラ」 なんです。  

 旧軽ト ラダンプは24 年間フル稼働し、 故障・ 不具合が絶えず、 会員の

安全確保もままならない状態の車もありました。 長い間買換えの要望もあ

りましたが、 長期的な運営計画や買換え資金の計画もなかったことから、

Ｈ29 年度に公益法人会計基準に基づき、 目的を持った特定資産(車両運搬具資金積立資産)を設けたことに

よって、 今年度ようやく 購入できたわけです。  

 職員のみならず会員も待ち望んだ業務車両ですので、 思いの深い第1 位です。 一朝一夕に手にできるも

のではありませんので、 大事に大切に使ってく ださい。  

 また、 このようなことが計画的執行の必要性を認識させ、 第1 次中期計画(計画期間Ｈ29～Ｈ31)の策

定につながっています。  

順位 2019 年センターニュース・ ベスト 10 

1 軽ト ラダンプ新車2 台購入 

2 県安全大会で安全就業優良シルバー人材センター表彰受賞(7 月11 日) 

3 正規職員1 名採用(5 月13 日、 新地晴光40 歳 業務担当) 

4 会員互助会に「 女子会」 発足・ イメージ戦略開始 

5 令和元年度を「 女性会員拡大強化年度」とした取組み（ 夫婦会員会費の減額規定、女子会との共同事業） 

6 県安全大会で安全就業優良センターとして事例発表(発表者 業務主任 外囿良幸) 

7 女子会とのコラボ事業「 スマホ教室」、「 レディ ース・ グラウンド・ ゴルフ大会」 の実施 

8 
令和元年度安全就業スローガン優秀賞に職員の作品選出 

 優秀賞 業務主任 外囿良幸作品「 ゆるめるな！ 安全就業 心のネジを」  

9 契約満了に伴うＯＡ機器切替え導入（ 東芝シルバー業務システム継続）  

10 第3 回納会研修会兼大忘年会の開催（ 12 月22 日、 最高出席者90 人予定）  

 

 

 

11 月の入会者は2 人でした。 結果、 会員数は男性190 人、 女性96 人、 計286 人になっていま

す。 昨年の同時期が男性192 人、 女性98 人、 計290 人でしたので、 全体では4 人少ない状況です

ので、 年度末の複数の退会を見込みますと、「 もう少しきばらんといかん！」 という状況です。  

 ＳＣの活性化と発展の一番の特効薬は会員拡大です。自分たちの組織を育てるため、センター事業の

一環として会員の勧誘活動に積極的に取組んでく ださい。  

 

 

 

 氏 名 地域班（ 公民会）  年齢 性別 入会年月日 

１ 川 内 守 雄 宮之城屋地2 班（ 町頭）  68 男 Ｒ1.11 .20 

 土 屋 洋 治 柏原・ 紫尾班（ 市京塚原）  63 男 Ｒ1.11 .26 

  『 令和元年１ ２ 月号』  

１  新会員の紹介！ 

 



 

 

12 月の入会説明会は、12 月17 日(火)、9 時からセンター会議室で行います。 

   普及啓発の一つとして、次のようなことも試してみてく ださい。 

   「 ＳＣでは、キョ ウヨウ（ 今日の用事） とキョ ウイク（ 今日行く ところ） が見つかりますよ」、「 一緒に

働きませんか」 …と誘ってく ださい。 

   地域の活性化、 活力ある社会の存続のため、 熱意ある勧誘活動をお願いします。 

 

 

    

   カレンダーを下げて年越し準備はできましたか？ 

   縦60 ㎝、横42 ㎝、 日にちとマスが大きく て使いやすいカレンダーです。 

   11 月16 日の奉仕作業と地域班対抗ＧＧ大会の参加者には配布済みです。そ

の後、センターへの来所者に、または職員が就業現場等で渡していますが、行き

届く には限りがあります。 会員数分は購入してありますのでセンターまで取り

に来てく ださい。 

   発注者様（ お客様） にも差し上げていますので、品切れの際はご容赦く ださい。 

 

 

 

   恒例の奉仕作業と地域班対抗ＧＧ大会を、11 月16 日(土)に実施しました。 

   参加者数は、奉仕作業117 人、ＧＧ大会60 人でした。地域社会への貢献度と会員の交流の賑わいを

写真でご覧く ださい。 ＧＧ大会の成績は次ページのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  1２月の入会説明会！ 

４  奉仕作業と地域班対抗グラウンド・ ゴルフ大会 ご苦労様でした！ 

３  シルバーカレンダーは貰いましたか！ 

町章植込みの真茅取り 宮之城運動公園除草 佐志交流館剪定 

きらら公園除草開始前 新川公園除草 ＳＣ除草 

宮之城総合体育館除草 柏原グラウンド除草 ＧＧ大会成績集計待機中 ＧＧ大会表彰 

紺碧の空の下ＧＧ大会 ＧＧ大会 交流万歳！ 



 

 

 

 

 

   今年もお招きに甘えて出場しました。 昨年、 隈元伊佐市長の開会のあいさつの中で、「 さつま町ＳＣ

に負けないように頑張ってく ださい」 と言わしめながら 3 連覇した大会です。 したがって、 今回4 連

覇がかかっていましたが、 惜しく も 1 点差の準優勝でした。  

   出場者はＧＧ同好会員の方々 です。 主要な成績とともに紹介します。  

   ◆出場者 岩下秀明 内堀茂子 内堀廣治 德永滿義 石井啓子 

   ◆団体 優勝 姶良Ａ212 点 準優勝 さつま町213 点 

   ◆個人 2 位 岩下秀明37 点 4 位 德永滿義39 点 

 

 

 

   11 月23 日(土)、 好天気に恵まれ37 人で南薩に行ってきました。  

   砂蒸し温泉に入った後、車中での缶ビールの乾杯は最高に美味でした。また、ほろ酔いでの唐船峡ソ

ーメン流し(昼食)、これまた冬のソーメンも格別でスムーズに流れました。更に、明治蔵(本坊酒造工場

見学)では試飲たっぷりで気分も最高潮に達し、 帰路の車中はワイワイガヤガヤで楽しく リフレッシュ

できた一日でした。 この高揚感はなかなか口では伝えにく いですので、 写真で感じ取ってく ださい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体 
優勝 柏原・ 紫尾班224 点  準優勝 佐志班229 点  第3 位 虎居班Ａ239 点 

ラッキー賞 求名班、 佐志班Ｂ 

個人 

最優秀賞 村田省三33 点 2 位 岩下秀明35 点 3 位 市野ノブ子38 点 4 位 西国昭39 点 

5 位 江藤順正40 点 6 位 坂元寛次40 点 7 位 内堀廣治41 点 8 位 米盛弘文42 点 

9 位 松岡慶子42 点 10 位 伊地知ト ミ 44 点 

ラッキー賞 弥栄公一、 上村尚、 木村宗順、 日當瀬万里子 

５  伊佐シルバー祭りＧＧ大会 4 連覇ならず！ 

６  日帰りバス旅行 砂蒸し温泉と唐船峡(ソーメン)満喫！ 

地域班対抗ＧＧ大会成績 
おめでとうございました！ 

砂蒸し温泉 こりゃ よかった 唐船峡ソーメン流し ソーメン ピース 

冬の唐船峡はじめて… 早く 食べたのだけど 焼酎おかわり～ ソーメン ニジマス どっち 

自分へのご褒美 万歳！ 試飲でほろ酔い ハイチーズ 



 

 

11 月27 日(水)、 役員14 人(町高齢者支援課長含む)、 職員4 人及び町高齢者支援課高齢者支援係

の担当1 人の19 人で、鹿屋市ＳＣの運営状況を研修しました。今回も、町のマイクロバスを使用させ

ていただき経費面で助かりました。 行政支援に感謝です。  

鹿屋市ＳＣは自治体規模も大きいことから、 シルバー事業受託事業の契約額も県内 3 位の実績を誇

っています。しかしながら、シルバー事業は組織・ 体制の確立による事業運営が肝心ですので、その辺

りを中心に学びました。  

研修の冒頭で西薗理事長が、理事会機能の向上と計画的事業運営、いわゆる中・ 長期的計画書の必要

性を熱く 述べられました。 鹿屋市ＳＣは第１次中・ 長期計画

をＨ31 年度に策定されていましたが、当センターはＨ29 年

度に策定していましたのでホッとした次第でした。  

また、 事務局長以下担当職員の説明で大きな示唆を得たの

が、 理事会の機能充実策と理事会の下部組織となる専門委員

会及び活動部会の活性化の必要性という部分でした。  

   この2 点については、 当センターも現在進行形ですので、 具現化できるように努めたいと思います。 

 

 

 

12 月22 日(日)、 あび～る館、 午後4 時開会の「 2019 年納会研修会兼大忘年会」 は、 6 日現在、

これまで最高の90 人の参加予定です。  

センターの同僚・ 仕事の仲間が1 年間の労をねぎらい、輝かしい新年とＳＣの更なる発展を祈念する

会ですので、有意義なものにしようと知恵を絞っ

ているところです。  

参加を予定されていない方、気持ちが変わられ

たら今からでも大歓迎ですので、センターにご一

報く ださい。 お待ちしております。  

なお、参加者には別途文書で詳細なお知らせを

しますので、 ご覧の上ご出席く ださい。  

 

 

        まごころの店出店 12 月 27 日(金／宮之城暮れ市の日) プラッセだいわ駐車場 

今回も多く のバザー商品が集まっていますので店開きが楽しみです。隣接して宮之城暮れ市も行われ

ますので、 会員の皆さんもお立ち寄りく ださい。  

なお、もう少しご協力いただきたいのが、野菜や工芸

品、正月用の飾り物のユズリ葉、センリョ ウ、ウラジロ、

松などの出品です。以上の商品の売上金は、手数料を差

引いて出品者にお支払いしますので、よろしく お願いし

ます。 出品希望者はセンターにご一報く ださい。  

 

 

 

さつま町ＳＣのイメージ戦略(普及啓発用)として、 ユニフォ

ーム30 着を作りました。 職員の業務中はもとより、 行事やイ

ベント の際のスタッフジャンパーとして使用します。 互助会や

同好会行事の使用も結構ですので活用してく ださい。  

 

 

 

 

７  役職員研修視察 鹿屋ＳＣで学んできました！ 

８  大忘年会これまでの最高の出席者90 人！ まだ追加ＯＫです！ 

９  まごころの店（バザー）商品整理 佳境に入る！ 

１０  センターイメージ刷新のアイテム ユニフォームいかがでしょうか！ 

センターの仕事納め 令和１年１２月２７日(金) 

            仕事始め 令和２年１月６日(月) 

輝かしい新年をお迎えください。 

鹿屋市ＳＣの事業説明 

昨年度のにぎやかな状況 

バザー商品整理 

ピンクでイメージ刷新 


