
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３００人到達にあと 7 人！  
 

朝夕だいぶ過ごしやすくなりました。会員並びに関係者の皆様にはご健勝のことと拝察いたします。 

 さて、月日の経つのは早いもので、年度上半期の最終月の 9 月に入りました。先月 25 日(火)には第 3 回理事

会を開催し事業実績等の報告を行いました。 

 会員については 293 人で前年度末を 7 人上回っています。当面の目標は、「祖入会率 3％・300 人超え」で

すが、現在、祖入会率 2.9％で 293 人ですので、目標までにはあと 0.1％と 7 人です。（※祖入会率：60 歳以

上人口に占める会員数） 

 入会に伴う会費については、①入会月による減額、②3/31 入会は免除、③夫婦会員の免除と減額、④就業実

績後の会費納入など、大きく柔軟な形で門戸を広げてありますので、今一度、会員一人一会員確保運動のギヤを

上げて勧誘活動に取組んでください。 

 会員数の推移は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪総評≫ ①全体的には増加傾向 ②男性会員は過去最高 ③女性会員は最高加入時の半分 よって、④女性会

員拡大再強化年度の事業促進という年度当初のセオリ―どおりです。 

  全体会員数の右肩上がりの継続に加えて、女性会員の拡大が図られるようみんなで頑張りましょう。 

 

新規入会会員の紹介！ 

  8 月に一人の入会がありました。結果、上記のグラフのとおりです。 

  一人ずつでも大歓迎ですので、着実に上乗せができるよう声掛け等、ＰＲをお願いします。 

 

 

 

※※※先月号の訂正と追加※※※ 

  新規会員の「長濵幸一」さんの「はま」は「濱」でなく「濵」が正です。失礼しました。 

また、 長濵幸一さんは、満園清文会員の紹介による入会でした。ありがとうございました。 

 氏 名 地域班（公民会） 年齢 性別 入会年月日 
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 求名班（広橋） 68 男 Ｒ2.8.19 

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター 

事務局だより 

２０２０ 

９月号 

『ＳＣ』は シルバー人材センター、 『県シ連』は 鹿児島県シルバー人材センター連合会、 『全シ協』は 全国シルバー人材センター事業協議会 

『高齢法』は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の略です。                        ☎ 0996-52-3363 

人生 100年時代の生き方！ 
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9月の入会説明会！ 

  1 ページに入会時の特典について若干触れましたが、現時点 

において啓発していただきたい特典事項は次のとおりです。 

  ① 夫婦会員の場合、初年度は一人が免除になります。 

    （次年度から一人は半額） 

  ② 入会時の会費納入が基本ですが、入会後、就業実績が 

あった時の会費納入でもよろしいです。 

  以上のことも紹介し、「一緒に働きませんか」、「一緒に楽しみましょう」と誘ってください。 

 

ハチ被害情報多発！  ～ スズメバチのシーズン ～ 

  ハチ対策を行っていますか？ 

アシナガバチの活動期間は 9 月末ごろまで、スズメバチは 11 月末ごろまでですが、スズメバチの攻撃性が

高まるのは、巣作りと子育て時期の 8 月から 10 月末ごろまでとなっています。 

 ◆ 就業上の基本的な対策としては、草刈や剪定等、屋外作業に就かれる会員は殺虫剤スプレーを準備し携帯

してください。使用された場合は就業報告書に「殺虫剤スプレー使用 ○○○○円」と記入し、レシート等が

ありましたら添付してください。代金は追加配分金でお支払いします。 

  ハチに刺されない一番の対策はハチに近づかないことですが、仕事上、止むを得ない状況もありますので、ス

ズメバチに刺されないための対策方法を紹介します。十分な対策と注意の上、安心安全を確保してください。 

≪スズメバチに刺されないための対策方法≫ 

◆できるだけ白い作業服に身を包む。 

  ハチは黒色を攻撃しやすい性質があるため、頭部を刺されるケースが多い。一説に

は、黒色はハチにとって敵(熊など)であることが多いからだといわれています。 

◆香水、整髪料、化粧品を控える。 

  甘い香りはスズメバチを刺激します。スズメバチの警戒フェロモンと同じ物質が含まれていることがあ

るからです。 

◆静かに動く（騒がない） 

  動けばスズメバチも警戒します。近くを飛んでいるとき、すぐに走り出せば危険です。 

  ただし、威嚇行動が見られたら、ゆっくりと、でもなるべく早く引き返してください。 

◆スズメバチの威嚇行動 

 ①顎(あご)をかんでカチカチ音を鳴らす。 ②敵の周りを飛び回る。 ③敵のそばの空中で止まる。 
 

≪スズメバチに刺されてしまった場合にとる処置は３つです。≫ 

① 巣が近くにあったら、すぐその場を離れてください。蜂の毒液には仲間を呼び寄せるフェロモンが入っ

ています。 

② 流水で傷口をしぼるようにして洗ってください。蜂の毒は水溶性なので水洗いが有効です。 

③ 氷か保冷剤で患部を冷やし、痛みや腫れを緩和します。刺された「部位以外」に、じんま疹が出たり、腫

れや痒みが出たら、すぐ病院へ行ってください。 

 

まだまだ残暑が続きます。熱中症対策もお忘れなく！ 

  「暑さ寒さも彼岸まで」と言います。しばらくは暑さも続きます。熱中症対策を講じ 

 てください。屋外作業における熱中症対策について、インターネット情報をお伝えします。ご自愛ください。 

  ◆帽子をかぶる。(ヘルメットに広いつばの装着など) ◆日陰でこまめな休息 ◆身体を適度に冷やせるグッ

ズの活用 ◆水分・塩分の定期的な補給(自覚していなくても、脱水症状に陥っている場合があります。) 

  ◆吸湿性や通気性のよい素材の作業服の着用 ◆できるだけ一人で作業をしない。

(周囲の会員が気付くことができる作業環境づくり) ◆最近は電動ファンを装備し

た作業服が使われています。(被覆内の熱を逃がして体温上昇を防ぐので、作業効率

を下げることなく熱中症対策ができる。) ◆電動ファンに保冷剤や保水パットを併

用し、気化熱によって冷却効果が得られるタイプの作業服も使われています。 

  もし、熱中症になったらシルバー保険（熱中症危険担保特約）で対応しますので、 

速やかにセンターにご連絡ください。 

２ 
9 月 15 日(火) 

９：００～ 

センター会議室 

で行います！ 

３ 

４ 



賠償事故が増えています！ みんなで考えてみましょう！ 

4 月から 8 月までの就業中における事故件数 7 件のうち 5 件が「賠償事故」です。また、別件

でシルバー保険で対応できない複雑な賠償事案もあり憂慮すべき事態になっています。 

  総括しますと、SＣの作業中に会員の過失により発注者（町民）に対して損害（物的・金銭的・精神的な不

利益と侵害）を与えたために、シルバー保険の保険金とシルバー保険の免責事項に係る会員の自己負担 1 万

円で償いをしたという事故が増加しており、このことは非常に残念であり遺憾なことだと感じています。 

  賠償事故は、SＣが基本的な性格として有する、または発揮しなければならない「高度の公共性・公益性」

とそれを裏付ける「信用・信頼」の失墜、延いては SＣ会員及び全体のイメージの低下につながります。 

また、お詫びを重ねることで、会員はもちろんセンター職員のモチベーション（やる気・意欲・動機）も下

がるとともに、精神的な気苦労も重なりトラウマにも感じるようになります。 

  事故例を紹介しますので、真摯に受け止めていただき、自分のこととして考えてみてください。 

また、今一度、定時総会資料に記載された「会員就業の心得」及び「就業のお願い」を見てい 

ただき、ＳＣ会員としての誇りと生きがいにつながる就業に努めてください。 
 

就業内容 賠償の状態 事故発生状況 対応策等 

枝 落 と し

作業 

 

 

車両フロン

トガラス・ワ

イパー破損 

直径約 20 ㎝・長さ約 5ｍの枝落と

し作業中、落下した枝が駐車車両(Ｓ

Ｃ所有軽ダンプ 5 号車)に接触し、フ

ロントガラス及びワイパーを破損し

たもの。作業場所と車両の間隔は約 2

ｍ。作業時には視認出来ていなかった

が、枝には細い蔓(かずら)が巻き付い

ており、落下位置が目測と相違した状

況もあった。 

現場の状況確認として「枝の状態」「作業場所と駐

車車両の位置関係」、「総合的な作業者間の情報共有」

といった部分に不足があったものと思われる。枝落

とし作業の対象物については、状態確認を徹底して

実施する事。 

 不測の事態をふまえ、破損し得る車両や道具等と

作業現場には充分な間隔を確保する事。作業前、作

業中の打合せを実施し、これらを作業者全員で共有

する事。 
 

枝 落 と し

作業 

 

 

電話引込線

断線 

直径約 30 ㎝・長さ約 6ｍの枝落と

し作業中、落下した枝により電話線

(一般家庭引込線)を断線したもの。断

線を確認するまで作業者は電話線の

存在を確認出来ていなかった。隣接す

る道路の半分程度まで成長した大き

な規模の樹木であり、電話線の視認が

難しかった状況があった。 
 

比較的大きな規模の樹木や、それらが複数本存在

する現場では、成長した枝により電話線等が視認出

来ないなど、状況確認に支障をきたすものであるこ

とを前提として、「現場周辺の電柱から電話線等の有

無を確認する」、「家屋から出ている各種引込線等を

確認する」等、作業前の現場確認は慎重に的確に実

施する事。 

孟 宗 竹 伐

採作業 

 

屋根瓦、テレ

ビアンテナ

破損 

家屋に隣接した場所で、孟宗竹を伐

採したところ、倒した孟宗竹で屋根瓦

とテレビアンテナを破損したもの。作

業者は、効率を重視し、段階を以って

ゆっくりと倒せば屋根に落ちたとし

ても問題はないであろうと判断し作

業を行ったが、結果的に器物の破損に

至った。 

すべての作業に着手するにあたり、最優先すべき

は安全であり、これは器物に対しても同様である。 

本件は安全よりも効率を重視した作業方法を実施

したことで発生した事故である。 

竹、樹木の伐採を実施する場合は、隣接する建物

や器物に対する影響を皆無、或いは最小限に抑える

作業方法を用い、安全を最優先した作業方法で着手

する事。また、これらが確保出来ない作業について

はＳＣとして受注を制限する事。 
 

除草作業 

 

 

車両左前ド

ア打痕 

アパート敷地内(駐車場)を乗用草刈

機にて作業中、刈刃により撥ねた小石

がおよそ４メートル離れた場所に駐

車してあった軽自動車の助手席側前

ドアに当たり、３ｃｍ程度の打痕傷と

なったもの。 

乗用草刈機による石撥ねの事故発生例は少ない

が、使用率が少ない事や機械の構造上比較的石撥ね

が発生しにくい事も一因と思われる。乗用草刈機を

使用した除草作業についても、刈払機と同等の扱い

とし、車両の移動や飛散防止ネットの使用等然るべ

き対策を講じるべきである。 

なお、複数の所帯がある集合住宅地においては、

車両の移動を依頼するにも不便な面もあるが、事前

に作業着手の案内文書等を配布するなどの付加的対

応を実施する事。 
 

除草作業 

 

 

むらさき山

芋の枯死 

むらさき山芋畑での草取り作業時、

芋蔓周辺の草を引き抜いた際に、抜い

た草根に絡む形で芋蔓の根が抜ける

或いは浮いてしまい、後日約 40 本の

むらさき山芋が枯死したもの。 
 

山芋系の蔓(つる)のような細いものの他、比較的

繊細な作物の根の定着力は弱く、周囲の除草作業時

には細心の注意を払って作業を実施すること。 

また、事前に蔓を確認し目印をした後に作業を実

施すること。 
 

 

 

 

 

５ 



 

 

 

高齢者活躍応援セミナー『薬膳講座』受講生募集！ 

  『季節で楽しむ薬膳講座』の受講生を募集中です。下記のとおりですので、可能な限り会員以外の方を誘

って学んでください。 

主 催 県シ連とさつま町ＳＣ 日 時 10 月 6 日(火)、13:00～15:00 

会 場 さつま町宮之城保健センター 定 員 15 名、事前申込制(先着順) 

参加対象 
・ＳＣの新規会員として就業を目指す方で 60 歳以上の方 

・現在、ＳＣ会員であるが新たな分野で就業を希望している方 

申込締切 9 月 28 日(月) 申込方法 電話で受付けます。 ☎ 52-3363 

受講内容 
季節の薬膳スイーツを頂きながら、薬膳についての知識を学び、日々を元気に過ごすための知恵

を学びます。≪座学≫・薬膳とは ・今の季節の過ごし方 ・薬膳：梨と白気クラゲのスイーツ

の作り方、レシピの紹介 ・梅醤番茶、薬膳茶、スイーツの紹介 

講師・プロ

フィール 

外山
と や ま

 寿々奈
す ず な

 氏 

2005 年、休耕中の畑で農業を始める。2009 年、寿山(じゅざん)を立上げ鹿

児島市で行商、インターネットで有機野菜宅配事業を開始。県産野菜にこだわ

り販売をする傍ら野菜ソムリエ・マクロビオティックインストラクターとな

る。その後、薬膳営養師、マクロビオティック望診法上級指導師取得。寿山の

薬膳をはじめ各種講座、手仕事ワークショップ、リーディング等を開催中。健

やかに過ごすための知恵と野菜本来の美味しさを引き立てる料理を目指し、シ

ンプルな料理や体調不良時のお手当法なども併せて、仕事と家庭の両立を目指す方でも家族が元

気いっぱいで過ごせる、そんな日々を寿ぐ暮らしを提案いたします。 

 

   会員募集用キャッチコピーをお寄せください！  『あなたの出番です！』 

キャッチコピー／キャッチフレーズとは、消費者の心を強くとらえる効果を狙った印象的な宣伝文句。広

告コピーのうち、読者の関心を呼び注目度を高める言葉。のことです。 

  ＳＣ関連では、普及啓発用として次のようなものがあります。 

・歳はシルバー 心意気はゴールド 

・人生の午後をシルバーで 

・60 を過ぎてからもうひと花 

・まだまだ元気 続きはシルバー人材センターで 

・人生も多毛作に 

 (人生という畑をより実りあるものにしません

か) 

・生涯現役社会への挑戦 

・まだまだ輝ける自分でいたいから 

・もう一花咲かせる場所があります 

・人生も一毛作から多毛作に 

・60 歳まではリハーサル 60 歳からが人生の本番 

・60 歳のみなさん 出番ですよ 

・シルバーと呼ばれたくないあなたを待っています 

・生きがい やりがい それは自分で見つけるもの 

・シルバー人材センターではキョウヨウ(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 

ひらめいたキャッチコピーがありましたらご提供ください。センターが発信する広報紙、チラシ、ホーム

ページなどで会員紹介も併せて活用いたします。 
 

行事の一コマ！ 

 

 

 

 

 

 

■ 第 5回なんでも勉強会 8月 24日(月) 

   毎月 1回、17時 15分から 2時間程度、理事長も

交えてタイムリーなテーマに基づいた勉強会です。 

   Ｈ２９年８月に開始して今回で 37回目でした。 

   今回から轆轤副理事長も加わりました。 

 

 

 

 

 

 

■ 第 3回理事会 8月 25日(火) 

   ５月の定時総会で選任された役員(理事・監事)

による初めての理事会です。 

   初会合でしたので１時間の研修の後、理事会を

行いました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

７ 

８ 

受講料 無 料 

＊＊＊ 事業中止のお知らせ ＊＊＊ 

10 月２日(金)の第２回レディースＧＧ大会は、コロナ感染防止対策のため中止となりました。 


