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シルバー歳時記 

無事故「527 日」！！ 
安全就業ありがとうございます。5/31 現在 

令和 3 年度総会が 5/29（土）に 

開催されました。 

今年度も本部において、コロナ感染拡大防止の

ため会員の皆様のご理解のもと、原則出席を辞

退していただき、規模を縮小しておこないまし

た。決議事項は原案どおりすべて可決されまし

た、ありがとうございました。 

今年は 2 年に一度の役員、班⾧の改選の年に

当たり、班⾧さんには委嘱状を交付予定でした

が 6 月に行う予定の班⾧会で交付します。 

また、合わせて行う各表彰式もできませんでし

たので、被表彰者の方には表彰状を後日ご持参

いたします。 

新しい役員、班⾧が決まりましたので、お知ら

せします。また永年表彰者、安全標語表彰者、

無事故無違反職域班表彰者の皆様おめでとうご

ざいます、お名前を紹介します。 

  

 

令和 3 年度・4 年度 新役員 

（順不同・敬称略） 

理事⾧        藤本 純一  市川町 

副理事⾧       松本 隆義  福崎町 

常務理事（事務局⾧） 宮本 泰則  神河町 

理事         藤原 茂   市川町 

理事         羽岡 みつ子 市川町 

理事         高島 孝史  福崎町 

理事         藤後 正和  福崎町 

理事         高岡 博美  福崎町 

理事         秋山 利光  神河町 

理事         藤原 信吾  神河町 

監事         河西 嘉之  市川町 

監事         木村 信一  神河町 

退任される 立垣 昇 監事には大変お世話に

なりました、ありがとうございました。後任に

理事であった 木村 信一 氏、新任の理事に 

藤原 信吾 氏が決まりました。    

新型コロナワクチン接種について 

ワクチン接種が始まっていますが、接種後発熱や体調

不良があったら、無理な就業はせず、休んで交代して

もらってください。また本部にも連絡してください。 



 

  

令和 3 年度・4 年度 新地域班⾧ 

（順不同・敬称略） 

地域班は小学校、旧小学校校区ごとに、 

地区は住居表示ごとに分かれています。 

会員全員がそれぞれの地域班に属してい

ます、皆さんの班⾧さんです。 

地域班（地区）  

◎市川町  

鶴居（北）     堀  義明 

鶴居（南）     岡本 さよ子 

川辺        内藤 功 

甘地        山本 貢 

瀬加（牛尾）    津田 敏春 

瀬加（瀬加）    青木 繁 

◎福崎町 

福崎（福田・馬田） 足立 忠一 

福崎（山崎・福崎新）山本 秀雄 

福崎（西治・高橋） 宇野 憲明 

高岡        岸  一市 

田原（南田原）   金井 年郎 

田原（西・東田原） 松田 千秋 

八千種       松岡 一英 

◎神河町 

越知谷       林  徳明 

粟賀        中島 義則 

大山        西畑 稔 

上小田・南小田   日和 幸子 

川上・⾧谷     北田 哲  

寺前        市場 ⾧男 

令和 3 年度・4 年度 新草刈班⾧（順不同・敬称略） 

尾崎 慶三  垣本 治   中島 義則  林田 一 

前川 和通  宮本 政幸  米田 卓美（統括班⾧） 

令和 3 年度・4 年度 新剪定班⾧（順不同・敬称略） 

岸  一市  栗原 敏秋   児島 道夫  竹國 保 

谷岡 良則  平井 美代志 

永年勤続会員表彰者（順不同・敬称略） 

（15 年会員としてセンターの発展に寄与されました。） 

岡本 巴   岡本 道雄  河﨑 美代子 楠田 チヅル 

後藤 純子  関  良一  野中 峻   森川 俊夫 

柳瀬 龍吉 

安全標語表彰者（順不同・敬称略） 

小西 妙子  後藤 英世  立岩 芳樹 

職域班 無事故無違反表彰班⾧（順不同・敬称略） 

◎草刈班 

井上 宏   尾崎 慶三  中島 義則   

平井 美代志 前川 和通  宮本 政幸  米田 卓美 

◎剪定班 

岸  一市  栗原 敏秋  児島 道夫  竹國 保 

平井 美代志 
 

 

班⾧会今後の予定 

地域班⾧会・4 委員会 

日時：6/29（火）10：00 

剪定班⾧会 

日時：6/23（水）9：00 

草刈班⾧会 

日時：6/23（水）13：30 

場所：いずれも本部 

新体制で 1 回目の班⾧会

です。個別に案内も出し

ます。出席お願いします。 

①場所 

②就業先 

③仕事内容 

④就業日 

⑤就業時間 

⑥1 カ月配分金目安 

⑦その他 

①市川町 

②工場 

③軽作業 

④週 3 日 

⑤14：00～17：00 

⑥36,000 円くらい 

⑦女性可 

就業先一覧 ホームペー

ジに他にも掲載中です。 

①神河町 

②娯楽遊技施設 

③屋内風呂掃除、洗濯 

④週 3～4 日 

⑤8：00～17：00 

⑥60,000 円くらい 

SMS 連絡について 

本部から送られてくるメールには返信機能はありませんので、

本部に返信しても届きません。問い合わせは電話でお願いしま

す。既読確認が付いているメールは既読確認をお願いします。 

 

 

ホームページの QR コードです。

スマホで読み取ると見られます。 



 

  



 


