
 1 

令和 1年 8月 31日 

 

 

 

146 号 

編 集・発 行 

公益社団法人 摂津市シルバー人材センター 

〒566-0021 

摂津市南千里丘 5-35 電話 06-6381-8181 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：「摂津市シルバー」で検索  

E-mail：settsu-sc@herb.ocn.ne.jp 

 
 

毎年 10月は普及啓発月間です。 

皆さんの友人・知人をご紹介ください。 
会員登録手続き完了後に、お礼を進呈！ 

詳しくは以下をご覧ください。 
 

会員ご紹介キャンペーンを実施します。 

シルバー人材センターにご興味があるがまだ登録されていない方へ「会員になりませんか？一緒に頑張り

ましょう」とお声かけください。 

 

 

お礼（プレゼント）は 

☆ クオカード 500円分 

☆ 行事参加シール 

をセットで、ご紹介・登録された方 1名に

つき 1セットを進呈します。 

お 2人の紹介なら 2セットを進呈します。 

本年 12 月までに会員登録された方が対象

です。ご紹介キャンペーンに是非ともご協

力ください。 

 ご紹介からプレゼントまでの流れ 

① 摂津市内在住、60歳以上の方にお声をかける。 

② センター事務局へ電話で報告する。 

「○○さんが登録に行きます」とご一報をお願

いします。 

③ 入会希望者に、センター窓口で説明。 

④ 説明会を経て、登録手続き完了。 

⑤ ご紹介者（現在会員の方）へセンターから連絡

し、プレゼントを進呈。 

 

 

      
 

日時：９月２７日（金）１０時～１２時 

会場：コミュニティプラザ会議室４ 
申込：９月５日（木）９時より受付開始 

※お申込みは電話のみ。先着３０名 

※シルバー人材センター会員限定 
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秋と言えば…皆さんは何を思い浮かべますか。 

食欲、芸術、行楽、運動など楽しい季節ですね。センターの行事を秋の思い出の一つにしませんか。 

たくさんの行事に参加し、実りの秋にしましょう。 
 

せっつシルバーフェスタの開催 
来て、見て、食べて、楽しんで、シルバーのことをもっともっと市民の皆さんに知っていた

だくために、『せっつシルバーフェスタ』を開催します。 

同好会が中心となり、いろいろなお店を準備中です。 

模擬店、作品展ともに入場は無料で、どなたでもお越しいただけます。 

友人、知人、近隣の方をお誘い合わせの上、是非ご来場ください。 

≪ 模擬店 ≫ 
・9月 22日(日) 

 10時～14時（売り切れ次第終了） 

・コミュニティプラザ 正面玄関前にて開催 

・焼きそば、揚げパン、ビール、 

ソフトドリンク等の屋台 

・新鮮野菜、淡路島玉ねぎ、ドレッシングの販売 
・体験コーナー（無料） 

ビーズ細工、リサイクル工作、ぬり絵 

等を準備中です。 

≪ 作品展 ≫ 
・9月 19日(木)～22日(日) 

9時 00分～22時 00分 

（最終日は 14時 00分まで） 

・コミュニティプラザ 1階にて開催 

・会員の手作り作品、同好会活動写真や会員の就業写真等を展示 

 

 

 

交通安全 

講習会 
(摂津市交通安全大会) 

・9月 18日(水)  14時～16時頃 

・市民文化ホールにて開催 

・行事参加票を受付の係員に提出 

・事前申込が必要。先着 200名 

※毎年 2月に実施される審査会 

（安全・適正就業部会）で、参 

加状況も加味されます。ただし、 

行事参加シールはありません。 
 

☆自転車用ヘ

ルメットを着

用しよう。 

 

☆自転車保険

に加入しよう。 

全国秋の交通安全運動 ～9月 21日（土）から 30日（月）まで実施～ 

センター行事のお知らせ 

手作り作品 

大募集！ 
手芸、写真、絵画などを出展され

たい方は、センター窓口にある申込

書に必要事項をご記入の上、提出し

てください。 

・申込期限は 9月 6日(金)まで 

・作品搬入は 9月 18日(水) 

   15時～16時の間 

・作品搬出は、9月 22日(日) 

   14時～15時の間 
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イベント運営ボランティア募集 
 お手伝いいただきたい内容 日時等 

① 来場者受付 作品展来場者の受付 

9月 22日（日） 

9時～15時 

② 揚げパン 揚げパンの調理と販売のお手伝い 

③ 物販 玉ねぎ、ドレッシング等の販売 

④ 場内清掃 会場内及び周辺の清掃 

⑤ 自転車整理 会場周辺での自転車整理 

⑥ 揚げパン 揚げパンの調理と販売のお手伝い 
10月 19日（土） 

9時～15時 

（お願い） 
☆ これらはボランティアです。 

お手伝いします。やってみたい。と思われる方は、お電話でセンター事務局までお申

込みください。 

①～⑤は 9月 13日（金）17時、⑥は 10月 11日（金）17時まで受け付けます。 

毎年 2 月に実施される審査会（安全・適正就業部会）で、これらの参加状況も加味さ

れます。 

☆ ⑥は、豊中市で開催されます。現地集合、現地解散です。 

 

大シ協北部ブロック 

シルバー人材センター 
フェスティバル 

・10月 19日(土) 10時～15時 

・豊中市豊島公園にて開催 

阪急「曽根駅」より徒歩約 5分 

・仮面ライダーショー 

・手芸品、揚げパンの販売、工作教室等 

※北摂 7市 3町シルバー人材センターが共同 

で開催する普及啓発イベントで、当センタ 

ーからも出店します。 

街の美化活動 
(清掃ボランティア) 

 

※会員限定 

・10月 26日(土) 11時～13時頃 

・摂津市役所前駐車場に集合（30分前から受付開始） 

・行事参加票を受付の係員に提出 

・動きやすい服装で、軍手、火バサミ等は各自で用意 

・開会式後に出発。活動後は市立小川駐車場で解散 

※行事参加シールの対象 

ウォーキング 

大会 
 

※会員限定 

・11月 17日(日) 10時～12時頃 

・万博公園旧総合案内所前に集合 

（30分前から受付開始） 

（モノレール「万博記念公園」駅下車すぐ） 

・行事参加票を受付の係員に提出 

・動きやすい服装 

・開会式後に自然文化園を散策。 

閉会式後に現地解散 

※行事参加シールの対象 

 
※揚げパン 

天候不良時 

中止等の確認をされた

い方は、直接センターへ

お電話ください。 

街の美化活動は当日 10

時から、ウォーキング大

会は当日 9 時からそれ

ぞれ 60 分間、職員が対

応いたします。 
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＜ パトロールを実施しました ＞ 

部会では、7月 18日から 25日にかけて、全 11箇所の就業先へ訪問しました。 

「市民のお役に立てることに誇りを持っている」「責任感とやりがいを感じている」等のご意見

をお聞きし、大変心強く思いました。 

暑さのピークを過ぎましたが、これからも健康に留意されますとともに、安全第一を心掛けてい

ただくようお願いします。 

 

＜ センター行事に積極的にご参加ください ＞ 

この事務局だよりでもお知らせしておりますように、秋にはいくつもの行事が開催されます。 

昨年度に残念ながら一度も参加できなかった方もそうでない方も、「昨年は 1 回だったので今年

は 2回参加しよう」というように、できるだけ多くご参加いただけるよう日程調整していただける

と大変嬉しく思います。 

 

シルバー人材センター全国統一安全スローガン 

『事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな』 

 

 

 

 

 

＜ 会員ご紹介キャンペーンにご協力を ＞ 

今年度の事業計画に基づいて、「会員拡大プロジェクトチーム」を立ち上げました。 

会員の皆さんがセンターを知ったきっかけは「クチコミ」が最多であり、以前からも友人・知人

やお連れ合い（配偶者）をご紹介いただいていました。 

プロジェクトチームでは、更なる会員拡大を目指して、先述のとおり会員ご紹介キャンペーンを

実施することとなりましたので、ご協力くださいますようよろしくお願いします。 

 

＜ 定時総会の報告 ＞ 

5月 31日の定時総会には多くの方にご参加いただきました。 

ご提案いたしました議案は、満場一致にて全て可決承認されました。 

これからもシルバー事業の発展のため役職員一同努力して参りますので、会員の皆さんのご理解

とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

出席者 
来場者 418名 

委任状 272名 

当日のご来場者、事前提出の委任状を

合わせると 690名となり、定時総会当

日の会員数 937名の過半数を超えまし

たので、定時総会は成立しました。 

 

安全・適正就業部会より 

事務局より 

訃報 
事務局職員 山平 等 が 

かねてより療養中のところ6月17日に逝去いたし

ました 

会員の皆様にお知らせしますとともに謹んで故人

のご冥福をお祈り申し上げます 


