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 陽射しにはまだ夏の名残もありますが、日の長さも 

随分と短くなってきました。日中は汗ばむ気候ですが、

時々涼しい風が吹き、季節の移り変わりを感じます。 

夏の疲れが出てくる頃です。みなさま体調管理に    

ご留意いただきたく存じます。 

さて、新年度に入ってから半年近くが過ぎあっという

間に９月です。今月もみなさまのご協力のもと事業を  

すすめてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

◆報告事項◆ 
会員数 2,734人（男性 1,631人、女性 1,103人） 

【８月末現在】 

－７・８月の各種行事報告－ 

月 日 
会議名 

(内容) 

７月１１日 筆耕研修会    （参加者１２名） 

７月 12・26 日 

入会説明会 

(７月の入会者２３名、 

男性１１名・女性１２名) 

７月 13・27 日 就業相談日    （来訪者１１名） 

７月１９日 業務部会（配分金の見積単価基準等） 

７月２０日 広報部会    （会報誌の編集等） 

７月２４日 
安全パトロール 

（就業現場の安全確認・点検） 

７月２５日 料理教室     （参加者１９名） 

７月２６日 
シルバーまつり実行委員会 

(第６回シルバーまつり実施計画等) 

８月 ３日 
理事会 

（運営状況・職務執行状況・事故の状況等） 

８月 ４日 
安全・適正就業部会 

（事故件数及び今年度の取組み予定等） 

８月 9日・23日 

入会説明会 

(８月の入会者２３名、 

男性１４名・女性９名) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

８月 10・24日 就業相談日    （来訪者６名） 

８月１８日 筆耕研修会   （参加者１１名） 

８月２４日 
安全パトロール 

(就業現場の安全確認・点検) 

８月２８日 中部地区 地区別班長会 

(事業運営状況・

会員募集・   

姫路シルバー 

まつり他) 

８月２９日 
東部・西部地区 

夢前・安富地区 

８月３１日 
北部地区 

南部地区 

※次回の会員だよりは１０月の初旬を予定しています。 

８月分の配分金支払日は、 ９月１５日です。 

９月分の配分金支払日は、１０月１６日です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆就業相談日のお知らせ◆ 
 平成２９年９月・１０月の就業相談窓口の開催予定

日を、以下のとおりお知らせいたします。主に未就業の

方を対象として就業に関するご相談をお受けしており

ます。参加を希望される方は、お電話で予約してくださ

い。 [事務局 ０７９－２９１－４０００] 

就業相談日開催予定 

日  程 
平成 29年 9月：14日(木)・28日(木) 

平成 29年 10月：12日(木)・26日(木) 

場  所 姫路市勤労市民会館内 

○相談時間は１人２０分間です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆本部事務局の住所について◆ 
 シルバー人材センター本部事務局が移転してから  

1年が経ちました。 

 就業報告書等を送る際は、再度住所の確認をお願いし

ます。併せて電話番号とＦＡＸ番号も変更しています。 

住 所 〒６７０－０９７６ 

姫路市中地３５４番地 

姫路市勤労市民会館２階 

電 話 ０７９－２９１－４０００ 

ＦＡＸ ０７９－２９１－４０２０ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

あなたの地区班は  

 

       地区      地域、班長は          ℡                  

http://www.himeji-sjc.or.jp/


◆安全・適正就業部会からのお知らせ◆ 

★蜂に対する注意！★ 

 特に屋外作業をされる会員の方は、次のことに注意

してください。 

・白、黄色等、出来るだけ明るい色の服装等を着用  

する 

・蜂（特にスズメ蜂）は、黒色に激しく反応し、香水

や化粧品の匂いに敏感 

・蜂が近付いてきたら、遠ざかるようにする 

・万が一、蜂に刺されたら、速やかに現場から離れる 

・必ず病院に行き診察してもらう 

 その後、センターの事務局まで就業中に刺されたこ

とを報告する 

『全国統一安全就業スローガン』 

事故防止、急ぐな、あせるな、 

気を抜くな 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
◆兵庫県シルバー人材センター 

 事業推進大会開催◆ 
毎年１０月はシルバー普及月間であることから、シル

バー人材センター事業の理念を広く県民に浸透させる

とともに、会員の参画意識を高め、事業の発展拡充を図

ることを目的に開催致します。 

永年勤続表彰、安全就業「事故ゼロ運動」表彰の他、  

姫路市シルバー人材センターによる事例発表及び「心豊

かに生きるために」について姫路市善教寺住職の結城思

聞（松倉悦郎）氏をお招きし、講演会を開催いたします。 

日 時  平成 29年 10月 19日（木）13:00～16:00 

場 所  神戸新聞文化情報ビル 4階松方ホール 

神戸市中央区東川崎町 1-5-7 

TEL（078）362-7111（JR「神戸」駅、市営   

地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅より徒歩

約 10分、「高速神戸」駅より徒歩約 15分） 

＊４階松方ホール シルバーの会員、職員、安全就業 

「事故ゼロ運動」等の表彰式、講演会（13:00～16:00） 

＊4階ホワイエ 即売・展示(11:00～16:15) 

ご家族、ご近所、お友達をお誘いあわせのうえ、気軽に

お越しください。 

参加者全員にもれなく素敵な粗品進呈！！ 

ど な た で も 参 加 は 無 料 で す 

【お問い合わせ先】 

（公社）兵庫県シルバー人材センター協会 

電話０７８－３７１－８０１２ 
 

◆１１月度 入会説明会のお知らせ◆ 

１１月の入会説明会は、じばさんびるで開催します。 

日程は下記のとおりです。 

【第１回目】１１月 ８日（水） 

【第２回目】１１月２２日（水） 

時間：午後１時３０分から 

場所：姫路市南駅前町１２３ じばさんびる 

是非、会員紹介カードを利用してお知り合いの方を  

お誘いください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆新規会員獲得運動◆ 

期間 平成２９年９月１日～ 
      平成２９年１１月３０日まで 
会員の皆様へ 

 姫路市内にお住まいのお知り合いの方に是非、シルバ

ー人材センターへの入会をお薦めください。 

 期間中にお知り合いの方が『会員紹介カード』を持参

し、入会説明会を受けられ、入会された場合には粗品 

「図書カード（1,000円）」を進呈します。 

 入会説明会は毎月第２・第４水曜日に開催しておりま

す。 

【お問い合わせ先】 

（公社）姫路市シルバー人材センター事務局 

電話０７９－２９１－４０００ 担当 竹中           

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
キリトリ 

 

会員紹介カード 

有効期間 平成 29年 9月 1日～ 

         平成 29年 11月 30日 

入
会
希
望
者 

【住所】 

【氏名】 

【電話番号】 

紹
介
者 

会員№ 

氏名 

※会員登録を希望される方は、このカードを入会説明会

の受付へ提出してください。 



◆第６回姫路シルバーまつり実施計画（案）◆                                            
姫路市シルバー人材センターを広く市民にＰＲし、会員の相互交流及び親睦を図ることを目的に開催します。 

日 時  平成２９年１１月１９日（日） 午前１０時半～午後４時 

場 所  姫路市中地３５４    姫路市勤労市民会館 

プログラム 

 【第１部】 

 (1)オープニング（４階大会議室 10：30） 

   来賓（市長、議長） 

 (2)講演会（４階大会議室 10：40～12：00）※先着２００名に記念品を配付する。 

  ①講師 刀鍛冶 明珍 宗裕氏 

  ②演題 「姫路で創造する日本刀」  

 【第２部】 

 (1)落語会の開催（４階大会議室 13：30～15：00） 

 （出演者：露の紫・笑福亭右喬・笑福亭伯枝） 

 (2)室内プラネタリウム 

(3)シルバー人材センター紹介コーナー（１階展示室 12：00～16：00） 

 ①パネル展・入会案内・手作り小物販売 

②会員による農作物販売  

③写真展・シルバーふれあい作品展（４階第６会議室 10：30～16：00） 

                【11月 17日（金）から 11月 19日（日）まで展示します】 

 (4)手作り「祭り屋台」展示コーナー（１階展示室 12：00～16：00） 

 (5)ガーデニング教室（１階展示室 12：00～売切れ） 

 (6)ＪＡミニ旬彩蔵（１階展示室 12：00～売切れ） 

 (7)味覚のコーナー 

  ①グルメコーナー（２階料理教室 12：00～売切れ） 

  ②地域名産品販売コーナー（１階展示室 12：00～16：00） 

    （ハーブ製品、ゆず製品、たまご販売ほか） 

 (8)キッズコーナー（４階第７会議室 13：00～16：00） 

   鉄道で遊ぼう（鉄道模型展示、プラレール遊び） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ボランティアスタッフ募集◆ 
 シルバーまつりでボランティアスタッフを募集します。みなさまのご協力をお願いいたします。 

日 時  平成２９年１１月１９日（日）午前９時～午後５時 

場 所  姫路市勤労市民会館 

資 格  シルバー人材センターの会員で、かつ健康に自信がある方で当日就業予定のない方 

内 容  ①運営スタッフ（会場設営、片付け、来場者の案内誘導、会場警備等） ３０人程度  

     ②キッズコーナー（昭和の遊び、鉄道で遊ぼう等） １０人程度 

締切日  平成２９年１０月２０日（金）【ファックス可】 

※服装はスタッフジャンパーを着用、昼食及び手柄山駐車場の駐車券を提供します。 

※ボランティア業務従事中の傷害事故は、保険の範囲内で対応します。 

申込先  公益社団法人姫路市シルバー人材センター(ＴＥＬ 079-291-4000 ＦＡＸ 079-291-4020 担当：松田） 

―ボランティアスタッフ申込書― 

会員番号 
 

氏 名  

住 所 
 

電話番号 
 

内容(希望する

ものに○印) 
① 運営スタッフ    ②キッズコーナースタッフ 



◆会員ふれあい作品展の出展者募集◆ 

会員の皆様の創作品を募集いたします。市民の方にも見ていただける良い機会ですので、奮ってご応募下さい。 

日 時  平成２９年１１月１７日（金）午後１時～ 

平成２９年１１月１９日（日）午後４時 

会 場  姫路市勤労市民会館４階 第６会議室 

内 容  書・絵画・手芸・写真・盆栽・木工品 など 

締切日  平成２９年１０月２０日（金）【ファックス可】 

【出展作品の搬入出の日時等について】 

出展者各自が平成２９年１１月１７日（金）の午前９時から午前１１時までの間に出展作品を搬入し、１１月１９日

（日）の午後４時以降に搬出してください。 

ただし、上記の時間帯に会場に搬入できない方は、１１月１４日（火）から１１月１６日（木）に事務局へご持参   

いただければ、お預かりいたします。 

搬入作業は、時間を厳守し、出展作品に地域班名・名前を添付して下さい。 

申込先  公益社団法人姫路市シルバー人材センター(ＴＥＬ 079-291-4000 ＦＡＸ 079-291-4020 担当：玉置） 

 

―会員ふれあい作品展出展申込書― 

作品の種類  作品の題名  

作品の出点数  会員番号  

氏 名  電話番号  

住 所  

 

◆会員による農作物販売スタッフ募集◆ 

 シルバーまつりで会員さん自作の農作物を販売できる方を募集します。 

日 時  平成２９年１１月１９日（日）正午～午後４時 

場 所  姫路市勤労市民会館１階 展示室 

資 格  シルバー人材センターの会員 

内 容  自作の農作物を各自で搬入し販売業務等を責任もってできる方。センターは場所のみを提供します。 

     農作物は１１月１８日（土）午後１時～午後４時に各自で搬入して下さい。 

     事前に申し込みのない物の販売はできません。 

締切日  平成２９年１０月２０日（金）【ファックス可】 

申込先  公益社団法人姫路市シルバー人材センター(ＴＥＬ 079-291-4000 ＦＡＸ 079-291-4020 担当：常次) 

 
―農作物販売スタッフ申込書＝ 

会員番号 
 

氏 名  

住 所  

電話番号  

農作物名 

（数量） 

 

 

 


