
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   シルバー事業とウィズコロナ 

 

心地よい秋風が吹き抜ける秋天の候、会員並びに関係各位にはご清福のこととお慶び申し上げます。 

 さて、“ウィズコロナ”という言葉が出ていますが、どんなことを指しているのだろうか？ どんなことをすれ

ばいいのだろうか？と気になりませんか。 

 ウィズコロナとは、新型コロナウイルスが社会に存在する前提で経済活動、日常生活を進めるという意味を指し

ています。東京都知事の小池百合子氏のウィズコロナ宣言に由来しており、コロナウイルスが存在する前提で新し

い日常を生きていくということです。 

 当センターの事業運営もコロナの影響を受けています。受託(請負)事業はさほど影響はありませんが、社会経済

活動に直結している派遣事業については影響が大きく、令和２年度からの２年間の契約額は大きく落ち込んでいま

す。しかしながら、コロナとの共生という方向性と社会変化の中、事業実績に回復基調の兆しが見えています。 

今後は、コロナウイルスの存在を前提に、就業形態・体制・対策及び制度等を整えてウィズコロナ、コロナとの

共生の日々を進め、新たな日常生活を築くことになると思います。 

 会員の皆さんも、ウィズコロナ、コロナとの共存を基礎意識・潜在意識として持ち合わせていただき、新しい生

活様式を築きながら、シルバーの就業に努めていただくことを願っています。 

 では、令和４年度も上半期を過ぎましたので事業実績（契約額）をお知らせします。なお、新型コロナ感染症が

入ってきたのは令和２年１月です。その影響が分かると思いますので、平成 30 年度から 5 年分の実績を見てく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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 

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター ２０２２ 
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新規会員の紹介！ 

  ９月は会員一人一会員確保運動による一人の入会がありました。最近、会員のお誘いによる入会が増えつつあ

ります。自分の仕事場を第三者に紹介し勧誘するのは、自分の仕事にやりがいと生きがいを持っていらっしゃる

からだと思います。「一緒に働きましょう。」の声かけで仲間を増やしましょう。 

  現在の会員数は、男性 191 人、女性 105 人、計 296 人です。 

No 新会員氏名 地域班（公民会） 年齢 性別 入会日 紹介会員氏名(地域班) 

1 川畑
かわばた

 香代子
か よ こ

 船木班（船木東） 67 女 R4.920 平八重 初江（船木） 

 

10月の入会説明会！ 

  

 

 

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（今日行く所）が見つかります！ 

 

１１月１２日（土） 奉仕活動＆ＧＧ大会！ 

  全シ協が全国一斉に行っているＳＣ事業普及啓発事業の一環として奉仕活動（清掃）を実

施します。 

  目的は、①シルバー事業を周知し会員拡大を図る。②地域社会に対して、シルバー事業の

社会的意義や活動内容について理解の促進を図る。③会員のシルバー事業の社会的意義の

再確認と一体感の醸成を図る。というものです。以上の趣旨・目的をご理解のうえ、万障繰り合わせての参加を

お願いします。 

  ◆日 時  １１月１２日（土） 午前８時から２時間程度（集合時間７時４５分） 

  ◆場 所  地域班別に実施   ◆雨天時の対応  原則、現地集合現地判断とします。 

地域班 

（担当会員・職員） 
場  所 備   考 

宮之城屋地 1・2 班 

(小椎八重)、虎居班

(永田)、船木班(德田) 

宮之城運動公園の除草作業等 
集合場所：屋地 1・2 班：緑地公園 ／ 虎居班：共栄石油

北側駐車場 ／ 船木班：総合体育館玄関（虎居班は早めに

終わったら緑地公園に移動してください。刈草等はまとめ

て置いておいてください。） 
佐志班(三角) 佐志交流館の清掃と除草作業等 

紫陽班(竹内) きらら公園の除草作業等 

湯田・時吉班 

（下牧瀬） 

宮之城屋内温泉プール周辺の除

草作業等 
全場所とも除草作業等が主な作業です。中には揃える程

度の剪定もあります。これらの作業に必要と思われる、自

分で所有されている作業用具を持ってきてください。 

（刈払い機、剪定ハサミ、鎌、テミ、レイキ、くま手、ホウ

キなど） 

 分からないときは、センターにお問い合わせください。 

山崎班(上村) 新川公園の除草作業等 

鶴田班(西) 
柏原グラウンド慰霊塔周辺の除

草作業等 

薩摩班(新地) 
薩摩農村環境改善Ｃ及び慰霊碑

周辺除草作業等 

  ◆安全安心の確保  安全就業確保のため、通常作業と同じくヘルメットなど安全装具で参加してください。 

  ◆周 知  事務局だより 10 月号及び 11 月号を持って会員への周知とします。 

  ◆出欠の報告  会員から班長への報告 11 月 4 日(金)まで（出席も欠席も） 

          ※班長さんに負担をかけないように早めの連絡をお願いします。 

          班長からセンターへの報告 11 月 8 日(火)まで 

  ◆班長連絡先 

地域班 班 長 電話番号 地域班 班 長 電話番号 

屋地 1 班 古城 六男 090-8220-7124 紫陽班 有川 充 090-9075-8367 

屋地 2 班 岩下 秀明 080-1721-8176 湯田・時吉班 下牧瀬 秀司 090-1512-1122 

虎居班 内囿 正一 090-3987-1531 山崎班 上村 尚 080-1736-7787 

船木班 朝倉 滝也 090-2515-6152 鶴田班 上屋敷 学 090-1519-7570 

佐志班 内之倉 澄昭 080-5282-2128 薩摩班 上別府 広秀 080-2758-7735 

◆奉仕活動の参加者には、①2023 年シルバー人材センター・カレンダーと②ペットボトルお茶を渡します。 

  ◆当日、午後からは地域班対抗グラウンド・ゴルフ大会を、宮之城総合グラウンド(Ｃ・Ｄコート)で行います。 
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１０月１８日（火）、９時から２時間、センター会議室 
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今年は、地域班対抗グラウンド・ゴルフ大会を行います！ 

３年ぶりに地域班対抗グラウンド・ゴルフ大会を開催します。コロナ感染症拡大防止のため、令和２年度・３

年度は未実施でしたが、ウィズコロナ、コロナとの共生という新しい生活様式の中で、会員の交流と親睦を図る

ために実施しますので、ご理解のうえ多数の参加をお願いします。 

  ◆主  催  会員互助会      ◆日  時  １１月１２日（土）午後１時開会 

  ◆場  所  宮之城総合グラウンド（Ｃ・Ｄコート）    

  ◆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名編成ですが、５名編成ができない方も参加してください。地域班間または職員の

組合せでチームを編成します。 

  ◆表  彰  団体戦（優勝、第２位、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 

  ◆出欠の報告 会員から班長への報告 11 月 4 日(金)まで（参加も不参加も） 

         ※奉仕活動の出欠の報告と一緒にお願いします。 

         班長からセンターへの報告（大会申込書提出）11 月 8 日(火)まで 
 

剪定・整枝講習受講者募集！  ～受講料・テキスト代無料

～ 

令和４年度高齢者活躍人材確保育成事業（鹿児島労働局委託事業）として、県シ連と薩摩川内市、さつま町Ｓ

Ｃが実施する講習です。60 歳以上の一般町民も対象になりますので、チラシを全戸配布し

て受講者を募ります。 

シルバーの会員については、新たな職種や業務内容を希望する方、または１年間就業して

いない方が対象です。シュロ縄の結束や工具の手入れなどは知って得する汎用知識です。講

習定員はわずか 15 名ですので早めに申込んでください。 

講習期間 １１月８日（火）～１０日（木）の３日間 

講習会場 薩摩川内市産業振興センター／薩摩川内市天辰町 2211-1 

講習定員 １５名 

講習時間 10 時 00 分～16 時 00 分（５時間／日） 

講習内容 
①安全管理・安全衛生に関する知識   ②剪定使用機械工具の使い方 

③剪定・整枝作業   ④シュロ縄の結束の仕方   ⑤工具の使用後の手入れ 

申込方法 
・受講申込書の記入が必要ですので、10 月 20 日(木)までにセンターにご連絡ください。電話

で結構です。※県シ連の申込締切は 10 月 25 日(火) 

受講決定 
・申込締切後、書類選考のうえ県シ連から受講可否の通知が郵送されます。 

・コロナの感染状況次第で、講習を中止する場合があります。 

 

自走式芝刈り機（モア）の手入れについて お願い！ 

センターの自走式芝刈り機２台は結構頻繁に使われています。よって、故障も多くその度に業者に修理をお願

いしていますが、業者の方から、特にエアクリーナーの自主点検をしてくださいとのことでした。 

エアクリーナーは、汚れやすい部品であるため、頻繁な交換を前提に設計されていますが、特に芝刈り機の       

場合は粉じんや砂ぼこりを吸入し、目詰まり状態になるようです。 

  エアクリーナーが詰まると、空気を取入れられないため混合気が濃ゆくなり燃費が悪くなります。また、燃焼

も悪くなり出力低下が起こり、エンジンが本来の性能を発揮できなくなります。プラグも汚れ、しまいにはエン

ジンが始動しなくなります。これらを回避するため、芝刈り機使用の後はエアクリーナーの掃除をお願いします。 
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エアクリーナーを取り外す エアコンプレッサーで掃除 

簡単です 



町長への上申とお願いを行いました！ 

  ９月２８日(水)、上野俊市町長に全シ協の

統一要請行動の要望書を提出し、併せて当

センターの重要事項について、上申とお願

いをしました。当センターの重要事項は、①

事務所移転問題 ②センター職員体制の強

化と対する行政支援 ③消費税に係るイン

ボイス制度への対応 ④財政面における行

政支援拡充の確保の４項目です。 

  轆轤理事長が上野町長に要望書を提出した後、センターの重要事項について意見交換という形で進めていただ

きました。町長から、「現状と提案を含めた考え方及び方向性並びに所管課である高齢者支援課に行政支援のた

めの調査、研究検討の指示等」の話をいただきました。最重要問題の事務所移転問題については、安堵する内容

でしたので大きな成果であったと受け止めています。同時に、行政支援を受けるに相応しいシルバー人材センタ

ーの確立という命題を再自覚しながらセンターに帰ることでした。 
 

日帰りバス旅行復活！ ～11月 26日、参加者第一次募集～  

  日帰りバス旅行を３年ぶりに実施します。（主催：会員互助会） 

  コロナウイルス感染防止のため２年間中止としましたが、ウィズコロナの実践として

実施することを決定しました。様々な認識や思いがあると思いますが、参加希望の方は

センターまでご連絡ください。（現在の状況下で参加者数の予想が付きませんので、早

めに１０月から１１月にかけて募ります。） 

  参加者、センター、旅行業者各自ができる、可能な限りの感染防止対策を講じながら

実施したいと思いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。頑張っている自分へのご褒美としてご参加く

ださい。 

期 日 １１月２６日(土) 定 員 49 人（バスの乗車定員） 

旅行先 天草方面 参加費 一人 6,000 円程度 

行 程 

さつま町 ～ 長島・諸浦港 ～≪フェリー≫～ 天草・中田港 ～ 天草キリシタン館 ～  

天草富岡 ～ 十三仏海岸(天草灘展望) ～ 大江天主堂 ～ 崎津天主堂 ～ 牛深港(道の駅 

牛深海彩館) ～≪フェリー≫～ 長島・蔵之元港 ～ 道の駅だんだん ～ さつま町 

申込み 
・第 1 次募集期限を 10 月 28 日(金)とします。 

・状況次第で第 2 次募集について、事務局だより 11 月号でお知らせします。 

  ※ 参加費については、会員互助会からの助成や全国旅行割があり変動しますので申し添えます。 
 

ゴルフ同好会コンペ成績！ 

  9 月 22 日(木)、さつまゴルフリゾートでゴルフ同好会 

 のコンペ（参加者 13 人）を行いました。連日の晴天でし 

たので当日も好天かと思いきや、午前中霧雨が歓迎？して 

 

 

 

 

くれました。にもかかわらず好プレー珍プレーが繰

り広げられましたので成績をお知らせ

します。次回は 2 月に実施します。互助

会からの助成もあり、商品満載ですので

ゴルフ愛好者はご参加ください。                  

 

おくやみ 

     前田 利治  様（鶴田班） ご冥福をお祈りいたします 

順位 氏 名 OUT ＩＮ GROSS HDCP NEＴ 

優勝 甲 斐 幸 男 40 38 78 6.0 72.0 

２ 中 島 孝 治 42 47 89 15.6 73.4 

３ 北 原 美 義 51 53 104 30.0 74.0 

4 下牧瀬秀司 42 45 87 12.0 75.0 

5 岩 元 辰 巳 47 43 90 14.4 75.6 

1Ｈ(ＤＣ) 2Ｈ(ＤＣ) 5Ｈ(ＮＰ) 7Ｈ(ＮＰ) 8Ｈ(ＤＴ) 

甲斐幸男 栗野ひとみ 中島孝治 知識宗俊 中島朗 

9Ｈ(？ＮＰ) 13Ｈ(ＮＰ) 16Ｈ(ＮＰ) 18Ｈ(ＤＣ) 18Ｈ(？ＮＰ) 

中島孝治 小椎八重廣樹 栗野ひとみ 甲斐幸男 中島孝治 
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