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     年度下半期に突入 安全就業継続日数86 日 

   意識も実践も ともにつなげましょう！

秋色いよいよ濃く、夜長の頃となりました。皆様にはご健勝のことと拝察いたします。 

 大型台風24号、25号と立て続けての接近襲来でしたが、被害等いかがだったでしょうか。直撃でなかっ

たことは幸いでしたが、さすがに 24号通過後の1週間はセンターには被害対策の作業依頼が多いでした。

急きょ作業に就かれた会員にはご苦労様でした。ありがとうございました。 

 さて、月日の経つのは早いもので、年度下半期に入りました。安全就業継続日数も10月 10日現在で86

日を積み上げ、節目の 100 日まであと 14 日です。更に、会員全員の安全意識をつないで 200 日、300

日、365日達成を目指しましょう。 

 また、実りの秋、会員の中には我が家の秋の収穫作業で忙しくなる方もある

と思いますが、日程調整と体調管理留意の上、就業にお励みください。 

なお、下半期は、奉仕作業、地域班対抗グラウンドゴルフ大会、互助会旅行

同好会日帰りバス旅行及び 30 年納会研修会＆忘年会など、会員全員に共通

事項として参加していただきたい行事が目白押しですので、積極的な参加を

お願いします。 

≪新会員≫ 

   今回の入会で、男性189人、女性97人、合計286人となりました。計画的には年度中盤において

290人を超えておきたいところでしたが、あと一歩でした。 

   286人の会員全員が一人ずつでも勧誘の声掛けをしていただければ、目標以上の結果が出ると思いま

す。報奨品のチップソーも在庫が無くなったので、新しく 50枚仕入れました。1人紹介ごとに 2枚差

し上げますので、新会員を紹介され手中に納めてください。 

≪退会者≫ ご苦労様でした。ありがとうございました。

聞いていただくだけでもＯＫ！

聞いていただければ、入会は後日いつでもＯＫ！

当日、飛入りでもＯＫ！ 

友人、知人をご紹介ください。 

チップソー、町指定ごみ袋をゲットしてください。 

氏  名 地域班（公民会） 年齢 性別 入会年月日 
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中津川・永野班（駒ヶ段） 69 男 Ｈ30.9.19 
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湯田・時吉班（湯田上） 73 男 〃 

氏  名 地域班（公民会） 年齢 性別 退会年月日 

1 長 福 一 信 宮之城屋地1班（城之口） 67 男 Ｈ30.9.14 

『平成３０年１０月号』

１ 新会員及び退会者の紹介！ 

２ 10 月の入会説明会！ 

10 月の入会説明会 
と き  10 月 16日（火） 

       9 時～11時 30分 

ところ  センター会議室 



   本年度上半期が終わりましたので事業実績について、前年度と比較したグラフで紹介します。 

受託事業は6ヶ月すべてが前年度を下回っています。特に大きな要因は無いので、過去5年間の実績

に見る増減変動の範囲内での減少だと分析しています。 

派遣事業については、４月・５月が前年度を下回り、６月がほぼ一緒、７月から９月が大きく前年度を

上回っています。これは派遣先事業所の雇用計画に因るもので、前半は様子見で減少し、後半は雇用拡大

で増加したものと推測します。また、派遣先事業所が増加し、派遣会員が継続雇用されることも増加傾向

にあると分析しています。 

会員の皆様、ご苦労様でした。下半期も安全就業第一で地域社会に貢献しましょう。 

職人的会員減少！ 需要と供給のバランスが揺らいでいます。 

受託事業を進める中で、現在も将来も含めて懸念するのが、大工、左官及び剪定等の技術を持たれる職

人的な会員が少なく、今後も確保が難しいということです。 

   これらの仕事は、発注者様から高度な要求が求められることから、代役ができるものではありません。

従って需要(受注)と供給(就業)のバランスが確実に難しくなると思われます。 

   あなたの周りに職人さんが居られたら、あいさつ代わりにでも勧誘の声掛けをお願いします。 

   今年も全シ協の統一行動に併せた行政・議会に対する要請行動を実施しました。 

   ９月２６日(水)に役職員１３人が役場町長室に出向き、日髙町長、平八重町議会議長に対して全シ協と

当センター独自の要望書を提出した後、意見交換を行いＳＣに対する行政支援をお願いしました。 

   今年は、当初予定されていなかった上野副町長も急きょ列席していただいたことから、ＳＣに対する

行政の関心度に期待する要請行動でした。 

   なお意見交換の中、空き家等の適正管理に関する町と SC の協定について、町長から感触の良い言葉

をいただきましたので、今後、町担当課との協議を進めたいと思います。 

４ 町長、町議会議長に対する要請行動！

３ 上半期実績！ 
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   恒例の、ＳＣ事業普及啓発促進月間に係る奉仕活動と会員互助会主催の地域

班対抗グラウンドゴルフ大会を実施します。 

   会員が共通テーマの下に一堂に会するのは、定時総会を含めて数少ない機会

ですし、またＳＣ会員の団結力と社会貢献をＰＲできる普及啓発事業ですので、

万障繰り合わせご参加ください。 

奉 仕 作 業  ＊＊＊雨天の場合は現地判断とします。＊＊＊ 

◆11月17日(土) 午前8時～2時間程度 

地域班名 作業場所 地域班名 作業場所 

屋地1班 宮之城運動公園町章(植込み)真茅取り 船木班 宮之城総合体育館玄関植込草取り 

屋地2班 宮之城運動公園緑地公園 紫陽班 きらら公園 

湯田時吉班 共栄石油ｽﾀﾝﾄﾞ下ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場駐車場 神子 ,鶴田 ,

柏原,紫尾班 
柏原グラウンド慰霊塔周辺 

虎居班 ＳＣ事務所(終了後,湯田時吉班に合流) 

佐志班 佐志地区公民館(佐志交流館) 求名,中津川 

,永野班 
薩摩農村改善センター周辺 

山崎班 新川公園 

 ＊湯田時吉班、虎居班及び船木班は終了後、屋地1.2班に合流し、町章植込みの真茅取りと緑地公園除草作業

を一体的に行います。  

  ＊安全就業確保のため、通常作業と同じくヘルメット等万全の安全装具でお願いします。 

地域班対抗グラウンドゴルフ大会 ＊＊＊雨天中止(無期延期)＊＊＊ 

◆11月17日(土) 午後１時開会  ◆宮之城運動公園Ｃ・Ｄコート(北側) 

◆競 技 種 目  団体戦、個人戦、２ラウンド 

◆チーム編成  １チーム５名編成、個人参加も可能です。(班同志間のやりとりで編成 

しますので申込んでください。 

◆表 彰  団体戦(優勝、準優勝、第３位、ラッキー賞)、個人戦(上位１０名特別 

        賞、ラッキー賞)、ホールインワン賞、理事長賞、互助会長賞、他

出欠の連絡と報告  

※会員は奉仕作業、グラウンドゴルフ大会の出欠を,１１月７日(水)までに地域班長に連絡 

※地域班長は、出欠状況とグラウンドゴルフ大会申込書を,１１月９日(金)までにセンターに報告・提出

＊＊＊地域班長・副班長に負担を掛けないように、必ず連絡してください。＊＊＊ 

＊＊＊グラウンドゴルフ雨天中止の場合は、事務所から地域班長・副班長に連絡します。＊＊＊ 

 今年も「あるの？」、「楽しみにしてる！」、「やりましょう！」

との声に感謝し企画しました。ＮＨＫ大河ドラマの「西郷どん」

が佳境に入る11月 24日(土)です。旅行のテーマはまさしく「西郷どん」です。 

 勤労感謝の日の翌日になりますので、ＳＣの就業で頑張っている自分へのプレゼント

(慰労の日)としてお友達と誘い合ってご参加ください。募集締切り後、参加者には行程

とバス乗降車場所等について再度お知らせします。

会員互助会旅行同好会『日帰りバス旅行』 ～テーマ 西郷どん～

実施日 11月24日（土）

主な旅行先 
福山黒須の里、長渕剛叫びの肖像、桜島ドライブイン、桜島ビジターセンター、県庁、維新ふ

るさと館、西郷銅像、城山展望台、南洲墓地、鹿児島市ショッピング など 

旅行の内容 
・貸切バスによる日帰り旅行 ・西郷どんで鹿児島の黎明期を学ぶ ・ガイドさん添乗で楽し

い車中 ・観光施設で楽しくお買い物 ・頑張ってる自分へのご褒美とリフレッシュ 

定 員 49人(バスの乗車定員) ※早めにご連絡ください。 

参加費用 
一人当たり6,000円程度 

（＊互助会からの助成がありますので、これまでの旅行は5,500円程度で済んでいます。） 

参加申込み ＊＊10月31日(水)＊＊まで事務局へ申込んでください。（電話で結構です。） 

５ 11/17（土）奉仕活動＆地域班対抗グラウンドゴルフ大会！ 

６ 互助会旅行同好会の『日帰りバス旅行』のお誘い！



月日の経つのは早いものです。もう忘年会のお知らせをする時期になりました。

昨年、初の試みとして実施しました納会研修会＆大忘年会を今年も実施します。 

会員、職員及び関係者が一堂に会し、１年のねぎらいと感謝で交流を深め、希望の新年を迎えることを

共通の願いとして実施します。昨年は 70 人の参加で盛り上がりましたので、今年もより以上の参加者

で団結力を高め、元気で年末年始を迎えたいと思いますので、こぞっての参加をお願いします。 

平成３０年納会研修会＆大忘年会

日 時 

12 月23（日） 午後4時開会～午後7時30分までには閉会する。 

※ 当日は今上天皇のお誕生日です。来年４月の生前退位が予定されていますので、平成におけ

る最後の天皇誕生日（祝日）になります。みんなで祝いましょう。

会 場 あび～る館（鶴田神子） バス2台・ワゴン車１台での送迎あり 

会 費 

一人当たり上限3,000円 

（＊互助会予算の範囲内で助成しますが、参加者確定後負担額を決定します。昨年は一人当た

り2,000円の負担で済みました。忘年会当日会場で徴収します。） 

第 1次 

募集締切り 

＆ 

第２次募集

・参加者数の予測が難しいため、会場の確保や会費を確定するために早目の 10 月 31 日(水)

を第１次募集締切りとします。定員は１００名程度ですので早目に申込んでください。 

・参加者数次第で、事務局だより11 月号で第 2次募集を行いますが、可能な限り10 月 31

日(水)まで事務局へ申込んでください。 

・申込みの際はバス利用の有無又は自家用車利用についてもお知らせください。但し、バス 2

台では送迎行程に限りがありますので、すべてに対応できかねますので予めご了承ください。 

その他 

・昨年は余興で、手品、五つ太鼓と踊り、カラオケなどではずみました。余興で披露されたい

特技がありましたら事務所までご一報ください。 

・事務局だより10月号・11月号でお知らせの上のうえ、参加者・バス利用者を把握し、12

月号で会費、バス利用者への行程と乗降車場所等をお知らせします。 

・当日、参加者の温泉入浴料は無料ですので申し添えます。マイカー参加の方は早めに行かれ

て癒してください。ビールが美味ですよ。 

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

   商品については年間を通して次の方法で集めています。 

   ◆ 業務の家財等不要品処分時に利用可能な物があったら、発注者様に了解 

 を得てバザー商品とする。◆ 会員、職員からの提供 

   毎年たくさんの商品が集まりますが、バザーが好評で購入者が多く品薄に

なりますので、毎年のバザー運営には商品集めが必要不可欠です。 

   バザーでは不要品も必需品も変わります。不要品や手づくり工芸品等なん

でも結構ですのでご提供ください。なお、バザー用品はいつでも結構ですので、センターまでお寄せくだ

さい。大きな品物がありましたらご連絡ください。職員が受取りに伺います。 

   また、年末年始用の野菜、正月用の飾り物のユズリ葉やセンリョウ等も大変好評です。これらについ

ての収集時期は、出店前二日程度前から当日ですので準備していただければ有難いです。 

   まごころの店は毎年好評で、SCの効果的な普及啓発事業ですので、ご協力よろしくお願いします。 

   昨年に引き続き「ふるさと安心墓守サポート」1件の注文がありました。注文者

(納税者)は東京都多摩市の方です。 

ふるさと納税返礼品は加熱競争化し、総務省が返礼率や内容に規制を掛けました

が、当センターのふるさと安心見守りサポートは、出郷者の郷愁に寄り添ったサポ

ート、ふるさとの管理・保全、ふるさとの高齢者の就業確保、ふるさと納税の確保及び町の空き家対策の

下支え等“オールさつま”で構成されます。 

今後も真のふるさと納税返礼品となり得るようシルバー作業のメニュー化を図りたいと思います。

７ Ｈ30年納会研修会＆大忘年会！ 参加者 1次募集！ 

８ シルバーまごころの店（バザー）の商品収集にご協力を！ 

９ さつま町ふるさと納税品例品（墓守サポート）の注文を受けました！


