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　センターでは企業や家庭、自治体などから仕事を受注し、会員の皆様
に提供していますが、職種によっては就業する会員がいないために、発
注に応えられない場合もあります。引き続き会員の増強につきまして皆
様のご理解とご協力をお願いします。
　なお、令和元年７月のセンター入会説明会は７月１２日 （金）、令和元
年８月は８月２日 （金） 大横保健福祉センターで開催されます。この機
会にご近所やお知り合いの方に、会員お一人がひとりにお声掛けをして
ください。開催時間や場所等詳細につきましては事前にセンターにお問
合せいただくようお願いします。（問合せ先　☎626－1274）

大横保健福祉センター駐車場利用についてのお願い
　大横保健福祉センターでは定期的に乳幼児健診がなされており、この日
は駐車場が混雑することが予想されます。会員の皆様におかれましては、
以下の健診日は利用を控えていただく等のご配慮をお願いします。

８日（月）、１１日（木）、１７日（水）、２５日（木）、２６日（金）、３１日（水）

２日（金）、６日（火）、８日（木）、２２日（木）、２３日（金）、３０日（金）

7月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

なお、８月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

シルバー会員大募集

地区会議を開催します

第９回定時社員総会が開催されました
　去る６月１９日（水）
八王子市芸術文化会
館（いちょうホール）
２階大ホールにおき
まして、第９回定時
社員総会が盛大に開
催されました。
　総会では、256 人

　【承認された議案】
　　①第１号議案　平成 30年度計算書類等の承認の件
　　②第２号議案　理事 14名選任の件
　　③第３号議案　監事 2名選任の件
　　④第４号議案　定款の一部改正（案）の件
　　⑤第５号議案　役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正（案）の件
　　また、センター元気様による腹話術と八王子ギターアンサンブル様のギターマンドリン演
　奏を鑑賞しました。
　　終了後、ただちに臨時理事会が開催され、空席であった役付理事（常務理事）には水野理事
　を選任するとともに、明年の定時社員総会（6/17 開催予定）にむけ、さらなる躍進を確認しました。

●髙部会長挨拶主旨
　超高齢社会による大きな変革期を迎え、わが八王子市シルバー人材センターは、高齢者の就
労や活躍の場の創出に向け、これまで以上に積極的な取り組みを展開していく必要があると認
識しており、前例にとらわれず新時代にふさわしい新しいことに挑戦してまいります。会員の
皆様が、元気で経験や知恵を社会で発揮できるための組織こそが我々シルバー人材センターで
あると自負しております。力強く前進しましょう！

の会員が出席し、また委任状 1,280 名、議決権行使書 210 名（うち議案により否決３名含む）、
合計 1,746 名の総意をもって、平成 30年度会計決算の議案など５つの議案が承認されました。
（当日会員数 2,573で2/3は 1,716）
  当日は髙部会長の挨拶の後、名誉会長である石森孝志市長からご祝辞をいただくと共に、来賓の
五間浩市議会副議長からご挨拶をいただきました。今回の総会から、都議会議員・市議会議員の
皆様をお招きし、お忙しい中 13 名の市議会議員の皆様にご臨席賜り、都議会議員２名の方からご
祝電をいただきました。ありがとうございました。
　昨年に引き続き６年以上班長・副班長を務められた方への表彰、また新たにセンターの事業運営
やボランティア活動等に貢献した方への表彰、あわせて23 名の会員が表彰を受けました。（受賞者
名は裏面にて紹介）

皆様のご協力をお願いします。
　※最近、駐車場内のルールを守らない車があります。入口出口は明確に分かれていますし、
　　入退出のコースも明示されていますので、順守願います。

地
 
区 研修予定日 研修会場 

中部
 

６月 26 日実施済  次回９月予定 

東部
 

７月１８日（木）11:00-12:00 予定 
由木中央市民ｾﾝﾀｰ

１,２,３会議室 

西部
 

７月２２日（月）13:30-15:00 予定 
川口事務所 

大会議室 

南部 ７月１８日（木）13:30-14:30 予定 
浅川市民ｾﾝﾀｰ 

２Ｆ 調理室 

北部
 

７月２４日（水）13:30-14:30 予定 
大和田市民ｾﾝﾀｰ 

３Ｆ 第３会議室 

※多くの会員の皆様の参加をお待ちしています。今年度より、新入会員研修会を併 

せて実施します。 



　　〇表彰者氏名 　
　　【地域班班長・副班長を６年以上務められた会員】７名
　　中部地区　　班　長　　杉山　光男さん
　　東部地区　　副班長　　矢島　達雄さん
　　班　　長　　　　　　　但馬　克示さん
　　副  班  長　　　　　　　江藤　昭男さん
　　南部地区　　副班長　　奈良　　茂さん
　　班　　長　　　　　　　水谷　賢二さん
　　北部地区　　副班長　　清水　慶茂さん

　　【センターの事業運営やボランティア活動等に貢献した会員】16名
　　中部地区　　大久保行夫さん　　　斎藤　 学さん　　 長谷川正治さん
　　東部地区　　小島　　隆さん　　　阿野　明男さん　　廣永　 覚さん
　　西部地区　　尾形　新二さん　　　遠藤　千恵さん　　横井冨美子さん
　　南部地区　　上野　幸子さん　　　小野　宣勝さん  ・  小野　道代さん　椿原　昌基さん
　　北部地区　　溝口　栄子さん　　　小林カヅ江さん　　藤原　捷司さん

表彰者の皆さん、おめでとうございます！

新役員を紹介します
「すみれ会書道教室（実用書道教室）」のお知らせ

　筆耕班が主催する「すみれ会書道教室」は、
センターで受注する毛筆筆耕のお仕事を念頭に
置いた実用的な書道教室です。
　「広報はちおうじ 5/15 号」で広く市民向け
に募集をしたところ定員 20 名が数日で満席と
なり、６月 20 日には、シルバー会員、一般市
民をあわせて 43 名が参加し、熱心に取り組み
ました。

《次回開催日》　令和元年７月 18 日（木）午前 10 時～ 12 時
《会　　　場》　子安市民センター
《申　込　先》　事務局担当　　福田・野母
《申 込 締 切》　令和元年７月 10 日（水）

 

役　職 氏名 地域等 備　　考
会　長 髙部　勇 南部地区 現　　職
副会長 長田　茂 西部地区 現　　職
常務理事 水野　裕 新　　任
理　事 浅原ユリ子 中部地区 新　　任
理　事 石黒みどり ―

―

（八王子市福祉部長）

理　事 石田　鎭男 中部地区 現　　職
理　事 設楽　和子 南部地区 現　　職
理　事 須﨑　進 北部地区 現　　職
理　事 園部　正範 東部地区 現　　職
理　事 髙橋　文雄 北部地区 現　　職
理　事 中島　正晴 西部地区 新　　任
理　事 西山　正子 西部地区 現　　職
理　事 馬場　秀一 南部地区 現　　職
理　事 横川　淳一 東部地区 現　　職
監　事 加藤　司 西部地区 新　　任
監　事 佐俣　雅雄 東部地区 現　　職 中島 理事

浅原 理事

水野常務理事

　「高尾山を登る会」では、以下のとおり第 18 回目
の高尾山ハイキングを実施します。皆様のご参加をお
待ちしております。

高尾山ハイキングのお知らせ(高尾山を登る会)回18第

《開 催 日》令和元年７月２3日 (火 )
《集　　合》午前９時３０分に京王線高尾山口駅改札外
《コ ー ス》日影～高尾山～高尾山口
《募集人員》先着３０名　
※募集人員をオーバーしましたらお断りの電話をします。
《参 加 費》１００円 (保険料 ) 
《申込方法》ハガキに会員番号、住所、氏名、年齢、電話番号（携帯と自宅の両方）を記入の上申
　　　　　 し込みをお願いします。一般の方も参加いただけます。ハガキに「一般」と記載して
　　　　　 ください。
《申 込 先》 〒193-0813 八王子市四谷町 835-11
　　　　　 「高尾山を登る会　西山正子」
　　　　　 ☎042-625-4587　携帯 090-4452-3979
《申込締切》令和元年７月 19日（金）

（第 17 回高尾山ハイキング）

　（写真：亀田講師の説明を聞く参加者）

※第１７回は、5/28に
実施しました。新緑に囲まれ、

楽しいひと時でした。
生き生きと日々過ごすために、
貴方も参加してみませんか？

　好評だったのは講師である亀田筆耕班委員長がこれまで実際に書いてきた表彰状や御朱印帳を
参加者に見本として見せた時で、参加者からは、「すごい！どうやったらこんなに上手に書けるの」
「こんなに綺麗な賞状をいただけたら嬉しいわ」といった声が多く聞かれました。
　全員が次回も参加を希望され、更に数名はシルバー人材センターへの入会も検討したいという
方もおり、大成功のうちに終了しました。
　書道教室では筆耕班以外の会員の参加も募集しています。
　書道経験者でご興味のある方は事務局担当　福田・野母までお問合せください。

貴方も素敵な字が書けるようになりますよ！


