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　日頃は、シルバー人材センター事業運営に格別のご 

尽力を頂き、ありがとうございます。 

　会員が長年培ってこられた知識、技術を生かし、就 

業の場を通じて働く喜びと生きがい、更に活力ある地 

域社会作りに貢献するために、いなべ市シルバー人材 

センターといたしましては、新中期五ヶ年事業計画の 

五本の重点施策に基づき、役職員一丸となり積極的な 

事業運営に努めてまいりました。 

　その結果　①会員数494名　増加率18％　②受託事業 

収入1億8,300万円　増加率38％　③就業率67％　増加率 

10％　④適正な財務運営推進の為に事務効率化を図り 

積立金の実施　⑤安全就業推進の為に安全就業委員会 

設置・安全パトロ－ル実施等が実現しました。 

　また会員相互の福利充実を図るために作業服の貸与 

及び親睦旅行を実施し、来期より会員相互の親睦交流、 

趣味教養を高めていく為に内部規定を作成し、いなべ 

 

市シルバー人材センター会員互助会を設立することが 

出来ました。 

　新中期事業計画の初年度であり、非常に高い目標を 

設定してまいりましたが、いずれも過去最高値を上げ 

目標達成することが出来ました。これもひとえに、国 

県市などの関係当局のご支援と仕事を発注して頂きま 

した企業や個人、お客様方の暖かいご理解と会員皆様 

の努力のお陰と心から厚くお礼申し上げます。 

　今後さらに、健康で働く意欲と能力のある限り高齢 

社会の実現に向け、地域社会の活性化を維持していく 

為にも、シルバーの理念であります自主・自立・共働・ 

共助に向かって、会員の皆様方と役職員一同が行動す 

ることを忘れることなく進めてまいりたいと存じます 

ので、事業運営に一層のご支援、ご協力を賜りますよ 

うお願い申し上げます。 
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社団法人 いなべ市シルバー人材センター

事務局長　　川瀬　典男

庶務会計　　藤川　裕子

北勢支部　　林　　克己

　　　　　　定岡　義明

員弁支部　　牧　　和子

　　　　　　安藤　哲夫

　　　　　　梅山真由美

大安支部　　村上みゆき

　　　　　　門脇　東男

藤原支部　　西脇　正矩

　　　　　　宮木八惠子

理 事 長　森田　勝利
副理事長　林　　迪男
理　　事　井後　一夫
理　　事　瀬古　則男
理　　事　飯田日出男
理　　事　二井　　生
理　　事　出口　信明
理　　事　渡部　　正
理　　事　近藤　正光
理　　事　岡本　澄男
理　　事　水谷　保生
理　　事　片岡　一起
　　　　　（安全委員長）

監　　事　東松　幸弘
監　　事　安藤　清正



第1回 通常総会第1回 通常総会
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三重県シルバー人材センター連合会副 会 長　藤田　昌三

四日市市シルバー人材センター副理事長　渡辺　忠義

鈴鹿市シルバー人材センター事務局長　久保　忠士

津市シルバー人材センター事務局長　伊藤　和佳

名張市シルバー人材センター事務局長　岡山　佳男

伊勢市シルバー人材センター事務局長　久留内一彦

桑名市シルバー人材センター副理事長　真野　重男

亀山市シルバー人材センター事務局長　小豆野美恵子

東員町シルバー人材センター事務局長　松本　正道

第1回 通常総会第1回 通常総会

と　き　　5月21日（土） 

ところ　　いなべ市員弁コミュニティプラザ 

　５月21日（土）、員弁コミュニティプラザにおいて「平 

成17年度第 1回通常総会」が開催されました。議長に 

は小林元治さんを選出し、事業報告、収支決算、監査 

報告を満場一致で可決承認して、新年度のスタートを 

切ることになりました。 

　終了後、いなべ総合病院　水野章院長より「高齢化 

社会の健康管理」について貴重な講演を頂きました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局） 

平成17年度

ご出席いただいた来賓

い な べ 市 市 長　日沖　　靖

いなべ市議会議長　太田　政俊

いなべ市福祉部長　安藤　喜之

三重県議会議員　日沖　正信

いなべ市社協副会長　日紫喜保文

北勢町商工会長　伊藤　一典

員弁町商工会長　市川　栄司

藤原町商工会長　林　　正男

県下のシルバー人材センター来賓



運転特別教育開催
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　いなべ市シルバー人材センターは県下のシルバーに先駆けて高 

所作業車（スカイマスター）を導入しました。 

　高所作業車を操作するには、安全衛生特別教育の受講が義務づ 

けられています。当日30名の受講者が午前中は学科、午後は運転 

の実技に取りくみ、見事、全員に修了証が渡されました。 

　今後スカイマスターは藤原支部に保管していますので活用して 

下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局） 

SPⅡ種　高所作業車（10ｍ未満）

運転特別教育開催運転特別教育開催

川瀬孝一

川瀬善吾

川瀬　湊

佐藤義典

瀬古忠継

林　克己

と　き　　6月11日（土） 

修了証を授与された方のお名前

支部名 修了者名 支部名 修了者名 支部名 修了者名 

北勢支部 

伊藤正弘

一色本行

小川佐市

片岡一起

門脇軍人児

門脇東男

小林克二

小林利雄

寺本　勇

日沖軍志

水谷一男

水谷保生

大安支部 

奥岡利夫

三羽仁美

藤田　勲

藤田謹三

山中勝見

員弁支部 

伊藤俊夫

太田勇夫

太田克巳

太田次夫

太田正寿

渡部　正

藤原支部 



ＳＰ事業講習会予定表

シニアワークプログラム事業講習会
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と　き　　平成17年3月5日（土） 

シニアワークプログラム事業講習会シニアワークプログラム事業講習会 SPⅡ種

県シ連担当 

藤原支部担当 

本部担当（申込順） 

北勢支部担当 

大安支部担当 

本部担当 

本部担当（申込順） 

園芸（よせ植え）講習会 参加者　25名 

参加者　10名 

参加者　50名 

参加者　46名 

と　き　　平成17年2月22日㈫～25日㈮

平成17年度

7月20日㈬～22日㈮ 

7月下旬 

8月16日㈫～20日㈯ 

10月下旬 

12月17日（土） 

2月6日（月） 

2月中旬 

オフィスクリーニング講習会 

安全衛生講習会 

パソコン初・中級講習会 

剪定講習会 

園芸講習会 

介護講習会 

パソコン初・中級講習会 

北勢市民会館視聴覚室 

高齢者生活支援センター 

北勢市民会館視聴覚室 

北勢福祉センター 

シルバー大安支部 

北勢福祉センター 

北勢市民会館視聴覚室 

20名 

25名 

20名 

50名 

50名 

60名 

20名 

ＳＰ事業講習会予定表ＳＰ事業講習会予定表
月　　日 行　　事　　名 開催場所 人員 備　　考 

北勢支部北勢支部

と　き　　平成16年12月1日（水） 

剪定講習会 

と　き　　平成16年12月18日（土） 

本　部本　部

介護講習会 パソコン講習会 



企業紹介 
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北 勢
支 部
北 勢
支 部

員 弁
支 部
員 弁
支 部

　株式会社アイテクノスは、平成10年 6 月藤原町で設立され、 
当初はオイルメンテナンス事業を営まれその後、グリーンパ 
ネル工法の中部圏における販売、旅行代理店契約を取得し、 

企業紹介 
各支部でお世話になっている企業の紹介をします。 

　株式会社三和化学研究所は医薬品流通のスズケンのグループ会社で1985 
年に北勢町に三重研究パーク三重研究所が設立された。ここは探索研究所、 
製薬研究所、製剤研究所の三つの研究所で構成されている。糖尿病治療の 
ベストパートナー企業をめざしておられ、人にやさしい「くすり」を、モ 
ットーに活動されている。 
　シルバー会員は研究所周囲の植栽手入れ、剪定などに従事している。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北勢支部　林） 

扶桑工機株式会社 北勢工場 

株式会社 三和化学研究所 

株式会社 アイテクノス 

　ヨシヅヤは、1932年呉服店「義津屋」として創業され、以来、時代の流 
れを読みとりながら着実に発展を遂げております。 
　70余年の伝統を大切にしながら今後も“よいものを、よりお値打ちに” 
の精神をモットーに人に優しい店づくりと豊富な品揃えにより、地域の方 
に愛される営業活動を推進されております。BONANZA CITY員弁店は、 
平成14年4月三重県下第1号店としてオープンし、地域の皆様に親しまれ地 
域の活性化に貢献しております。 
　当シルバー人材センターからも、 4名の会員が就業され会社発展の為に 
貢献されております。（員弁支部　安藤） 

緑化事業に進出して数々の環境に適したコンクリート二次製品開発、製造・ 
販売を積極的に推進し事業発展をはかられました。 
　この間、平成15年 4 月には三共コンクリート工場㈱より工場敷地ならびに 
商権等の譲渡を受けるとともに、会社組織を株式会社に変更され、本社所在地を員弁町東部の涼仙ゴルフ場に近 
い、自然に恵まれた地に移転するなど業容の拡大が図られ現在に至っております。 
　当シルバー人材センター員弁支部からも、 3名の会員（写真右から中根茂一、日下部　進、安藤春子）が就業 
され会社発展のために寄与されております。（員弁支部　安藤） 

　扶桑工機株式会社は自動車産業からエレクトロニクス、情報技術まで、生 
産システムの自動化・無人化を図る専用機をオーダーメイドで製作する会社 
である。北勢工場は部品加工専門工場として1982年に設立された。ここで製 
作された精密部品は本社工場で組み立てられ、世界中のいろいろな産業分野 
で活躍している。 
　シルバー会員は、食堂の手伝い、部品製作の補助などで活躍している。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北勢支部　林） 

BONANZA CITY ヨシヅヤ員弁店 

北勢町塩崎363

員弁町東一色2140-1

員弁町石仏1902-2

北勢町大辻新田237
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大 安
支 部
大 安
支 部

藤 原
支 部
藤 原
支 部

　トヨタ自動車はじめ各自動車会社にマフラー、エ 

ギゾーストパイプなどを納入している株式会社三五 

のグループ企業で、平成14年10月に藤原町に創業さ 

 

　自動車用、精密機械用の小型精密部品の製作を行っ 

ている会社で、シルバー会員は、加工作業所内のフロ 

アの油汚れ、工場内全般の清掃に就業している。 

　　　　　　　　　　　　　　　（大安支部　門脇） 

三重大和工業株式会社 

　自動車部品工場で使用する部品の保管･管理をするた 

めの台車を製作している会社で、シルバ 

ー会員は、台車製作に伴う材料の切断･ 

三重精機株式会社 

株式会社 三五米野 

れました。 

　シルバー会員は、工場周囲の植栽の管理を引受け、排水不良のやせ 

地を、堆肥の多量投入、客土、開渠排水工事などを提案して土壌改良 

に取り組み、新緑匂うすばらしい工場に変身させつつあります。昨年 

末からはフロアクリーニングの仕事もしております。（藤原支部　西脇） 

大安町南金井2612

大安町南金井1578-3

藤原町上相場2438-1

溶接の補助的作業に就業している。 

　　　　　　　　　　　　　　　（大安支部　門脇） 

ムカデの防除に 

木酢液が効く 

　昨年、複数のご家庭から、ムカデの駆除依頼がありました。調べたところ木酢 

液がムカデに効く、という情報を得ました。「効果は不詳」ということで了解を 

得た家庭の周辺に原液を散布しました。その後複数のムカデの死骸が見つかりま 

した。昨年散布したご家庭から、ムカデが少なかったので今年も撒いてほしいと 

の要請を受けました。（藤原支部　西脇） 
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好評の日帰り旅行について

安全委員会
だより
安全委員会
だより
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　シルバー人材センターの安全・適正就業については、会員の皆様にはご理解と 
ご協力をいただき誠に有難うございます。お蔭様で４月以降大きな事故もなく経 
過してまいりました。 
　安全委員会では先般、安全・適正就業基準を作り、皆様に配布いたしましたが、 
作業別に安全のポイントを記し、どなたも就業前に必ず読んでいただき、安全に 
ついてもう一度確認して頂きたいと思います。 

安全委員会
だより
安全委員会
だより

好評の日帰り旅行について好評の日帰り旅行について

　平成16年度の会員旅行は京都、北の天満宮と湯の花温泉を訪ねました。仕事の 
都合等も勘案して、2月26日（土）と27日（日）の2日間に分けて実施したところ、約 
220人と会員の46％以上も参加して頂きました。 
　車窓から見る関ヶ原～栗東は雪景色でしたが、京都北の天満宮の梅園は、満開 
の梅の香りが参加者の心を和ませました。湯の花温泉の会席料理を堪能し、入浴 
で心身ともにリラックスする事ができました。この旅行を通じて参加者の多くの 
方から「良かった」と言う声も聞かれましたが、次回からは互助会が中心となっ 
て、より楽しい計画を立案して頂きます。　　　　　　　　　　　　（事務局） 

※以上、会員皆様の一致協力を得て実行していきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

事故の内容をよく知る（作業別に分析する） 

安全基準の作成（作業別に作成する） 

安全基準の周知（安全パトロールの実施） 

安全情報の提供(危険情報の提供)  

保護用具の点検（安全用具の着用義務） 

安全相談の実施（意見、要望の提出） 

いなべ市シルバー人材センターは、新中期事業計画を策定し、安全・適正就業 
の基本方針を決定し、実施にあたり、対応策として6ケ条を掲げました。 

経験や知識及び技術は、活用して初めて自身の大切な宝になります。 

今年の安全就業強化月間のスローガン 

安全で活かせシルバー知恵と技 
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いなべ市シルバー人材センター互助会 いなべ市シルバー人材センター互助会 
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いなべ市シルバー人材センター互助会 いなべ市シルバー人材センター互助会 
　平成17年度いなべ市シルバー人材センター会員互助会が設立されました。 
この会の目的は会員皆さまの健康の増進と生き甲斐を大切にし、相互の福祉 
と親睦に力を入れて参ります。皆さまのご理解とご協力を得て、基礎固めに 
努力いたします。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　水谷保生

問い合わせ先　シルバー人材センター本部（☎82-1800） 

互助会の事業 

互助会の運営は 

①会員相互の親睦と交流活動 

②弔意、見舞金の支給 

③趣味、教養の向上に関する活動 

④地域班活動　など 

①会員の会費　配分金の0.7％ 
②シルバー人材センターからの助成金 

今年度の行事予定 

親睦バス旅行 

時　期　11月初旬を予定 
参加費　4,000円 
　　　　詳細は後日ご連絡します。 

三重県シルバーの日 

日　時　10月15日（土）午前9時～11時 
内　容　各小学校の清掃 
　　　　ボランティアを予定しています 

互助会役員

会　長　水谷保生

副会長　井後一夫

会　計　出口信明

幹　事　古川重生

幹　事　伊藤俊夫

幹　事　岡本実郎

幹　事　藤本市雄

監　事　近藤正光

監　事　渡部　正

互　助　会　班　長

北勢支部 清水秀夫（阿下喜） 

瀬古忠継（十　社） 

江上　士（山　郷） 

鈴木清司（治　田） 

員弁支部 多湖　実（員弁東） 

太田克己（員弁西） 

 

大安支部 小川寿男（笠　間） 

小林利一（三　里） 

神谷信昭（丹生川） 

篠木重和（石　榑） 

藤原支部 加藤嘉次（立　田） 

杉本　勝（中　里） 

藤井幸夫（白　瀬） 

近藤善弘（西藤原） 

安達　進（東藤原） 

 

（敬称略） （敬称略） 



年金受給者の
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年金受給者の
現況届け
記載上の注意

会報への原稿募集会報への原稿募集

臨時職員募集 配分金振込予定日臨時職員募集 配分金振込予定日
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毎月25日（土・日、祝日の時は前日） 
会員さんの口座に振込させていただきます。　 

　　　　　　　　　　　　　　　（会計） 

　㈳いなべ市シルバー人材センターは、北勢 

支部業務担当の臨時職員を募集しています。 

募集人員　1名 
（北勢町に在住の方でパソコンの出来る方、 

　及び営業経験のある方）  

年　　齢　58歳～65歳 

応募ご希望の方はハローワーク桑名へ 

お申込み下さい。 

（面談のうえ決定します。） 

 

臨時職員募集 配分金振込予定日臨時職員募集 配分金振込予定日

会員
募集

＊原則60歳以上の健康で働く意欲のある方  

＊シルバー人材センターの趣旨に賛同した方  

＊入会説明を受け、入会申込を提出した方  

　（理事会の入会承認が必要です。） 

＊定められた会費を納入した方 

会員になるためには 
＊センターから提供された仕事は、雇用では 

　ないので労働関係法規（労災保険等）は適 

　用されません。万一事故が発生した場合は、 

　シルバー傷害保険等（傷害・賠償責任）で 

　対応します。 

シルバー保険 

会員
募集

　次号以降、会員皆様の身近な話題をお待 
ちしています。（会報作成委員会） 

会報への原稿募集会報への原稿募集

　厚生年金などを受給している方が引続き年金を受ける為に、毎年「年金受給権者 
現況届」を社会保険センターに提出しなければなりません。現況届の表面には、「現 
在お勤めになっていますか」というお尋ねと「はい・いいえ」の回答欄があります 
が、次のことに注意して下さい。「はい」に該当するのは、事業所と雇用関係にあ 
る場合です。シルバーセンター事業は、センターが受注した仕事を会員が再請負し 
て就業していますから、会員と事業所の間に雇用関係はありません。従って「いい 
え」と回答して下さい。就業のために事業所に出向いても雇用契約による「勤務先」 
ではありませんので、ここには何も記載しないようにして下さい。 

年金受給者の
現況届け
記載上の注意

年金受給者の
現況届け
記載上の注意

謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

大安支部　小林 キミエ様（4月13日ご逝去） 
会員一同 

訃報


