
前回の事務局だより（１７号）で募集しました安全標語に５９句の応募がありまし

た。安全適正就業推進委員会で検討した結果、７句を選定し、福岡県シルバー人材セン

ター連合会に提出いたします。県内各センターの優秀作品の中から【令和２年度安全適

正就業大会】において、安全標語の入賞作品が表彰されます。

たくさんのご応募ありがとうございました。

安全適正就業推進委員会からお知らせ

日にち 令和２年６月１０日（水）

時 間 受付：午前９時００分

開始：午前９時３０分

講 師 消防みやこ分署

研 修 AEDの取り扱いについて

場 所 すどりの里

※上記の開催を予定しておりましたが、コロナウイルス感染症拡大防

止のため今年度は開催中止となりました。

健康管理講座

当センターの優秀作品

・ 思い出せ 基本動作と 危険予知

・ 慣れたもの 慣れたものが 怪我のもと

・ 安全は 家を出てから 帰るまで

・ 確実に やろうやります 安全確認

・ 作業前後 何度もチェック 事故防止

・ 此れくらい 思う気持ちが 大惨事

・ まあいいか 憶測作業の つけは無限大

事故日：平成３１年４月１５日

連続無事故日数：４１２日

（令和２年５月31日現在）

独自事業の就業会員募集します！

シルバー人材センターでは、独自事業でEM活性液・

ボカシなど製造、販売しています。

現在、２名の会員で就業していますが、人手が足り

ません。環境浄化や、安心安全な野菜づくりなど興

味のある方は、事務所までお電話ください。

☎ ３３－６０６０
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて

政府よりイベントの中止や延期、規模縮小を要請する方針が表明されたた

め、シルバー人材センターにおいても、政府の方針にならい、今後予定して

います各種講座等の変更、中止の可能性があります。

URL：http://www.miyakosc6060.com/

ポイントカードについて

総会の議案書と一緒にポイントカードを送付しています。

今回、総会のポイント（5ポイント）を、全員につけています。

２０点になったら、商品（ごみ袋）と交換します。

各行事のポイントにつきましては、カードに書いてます。

積極的に、講習会、ボランティアへの参加をお願いします。
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配分金の支払い予定日

R２年 ６月２５日（木）

R２年 ７月２２日（水）

R２年 ８月２５日（火）

R２年 ９月２５日（金）

※配分金明細書（１月～４月）同封して

います。

※毎月必要な方は、事務所にお越しくだ

さい。個別の郵送はしておりません。

※事務局だより第１９号（９月３０日発

行）に配分金明細書（５月～８月）を同

封いたします。

２ｔダンプを購入しました！！

４月２４日（大安）に納車、

無事故を願って４月３０日に事務所にて、

お酒と塩で安全祈願を行いました。

会員の皆さまも安全運転をお願いします。

事務所でも新型コロナウイルス対策

を実施しています

✿消毒液の設置

✿飛沫感染予防の仕切り板の設置

✿マスクの着用

感染予防のため、皆さまのご理解とご協

力をお願いいたします。

飛沫感染予防の仕切り板

消毒液
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令和２年６月（第１８号）

令和２年度 定時総会開催

令和２年５月２２日（金）午前９時３０分からみやこ町シルバー人材センター会議

室において、令和２年度公益社団法人みやこ町シルバー人材センター定時総会を開催

いたしました。

今年度の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

規模を縮小し、理事、互助会役員のみの出席とさせていただきました。

事務局より本総会の議決権を有する会員は２０３名、総会出席会員（委任状による

代理出席含む）１８０名の定足数の報告による有効成立宣言がありました。

※第１号議案：平成３１年度事業報告

※第２号議案：平成３１年度決算報告及び監査報告

上記の各議案ともに可決承認され、そのほか３件の報告事項があり、各案件につい

ても、承認を得ました。無事に定時総会を終えることができました。

※ 総会議案書、送付文書に誤りがありましたので、正誤表を同封しています。

※ 定時総会終了後、会員互助会令和2年度通常総会が行われました。

事務局だより
発行責任者：公益社団法人 みやこ町シルバー人材センター
〒８２４－０１２１福岡県京都郡みやこ町豊津２１７４－１０ ＴＥＬ：３３－６０６０ ＦＡＸ:３３－６０６１

チエブクロー

5月16日（土）

みやこ町本庁舎周辺の除草ボ

ランティアを行いました。

（参加者１４名）

あいにくの雨の中、ご協力い

ただき、本当にありがとうご

ざいました。

６月１２日（金）

豊津花菖蒲公園で清掃

ボランティアを行いま

す。８時３０分より、

雨天決行、１時間程度

の作業になります。

皆さまの参加をお願い

いたします。

✿ボランティアに参加した会員の方は、事務所にポイントカードをお持ちください
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前回の事務局だより（１７号）で募集しました安全標語に５９句の応募

がありました。安全適正就業推進委員会で検討した結果、７句を選定し、

福岡県シルバー人材センター連合会に提出いたします。県内各センターの

優秀作品の中から【令和２年度安全適正就業大会】において、安全標語の

入賞作品が表彰されます。

たくさんのご応募ありがとうございました。

安全適正就業推進委員会からお知らせ

日にち 令和２年６月１０日（水）

時 間 受付：午前９時００分

開始：午前９時３０分

講 師 消防みやこ分署

研 修 AEDの取り扱いについて

場 所 すどりの里

※上記の開催を予定しておりましたが、

コロナウイルス感染症拡大防止のため

今年度は開催中止となりました。

健康管理講座

当センターの優秀作品

・ 思い出せ 基本動作と 危険予知

・ 慣れたもの 慣れたものが 怪我のもと

・ 安全は 家を出てから 帰るまで

・ 確実に やろうやります 安全確認

・ 作業前後 何度もチェック 事故防止

・ 此れくらい 思う気持ちが 大惨事

・ まあいいか 憶測作業の つけは無限大

事故日：平成３１年４月１５日

連続無事故日数：４１２日

（令和２年５月31日現在）
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて

政府よりイベントの中止や延期、規模縮小を要請する方針が表明されたた

め、シルバー人材センターにおいても、政府の方針にならい、今後予定して

います各種講座等の変更、中止の可能性があります。

URL：http://www.miyakosc6060.com/

ポイントカードについて

総会の議案書と一緒にポイントカードを送付しています。

今回、総会のポイント（5ポイント）を、全員につけています。

２０点になったら、商品（ごみ袋）と交換します。

各行事のポイントにつきましては、カードに書いてます。

積極的に、講習会、ボランティアへの参加をお願いします。
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配分金の支払い予定日

R２年 ６月２５日（木）

R２年 ７月２２日（水）

R２年 ８月２４日（月）

R２年 ９月２５日（金）

※配分金明細書（１月～４月）同封して

います。

※毎月必要な方は、事務所にお越しくだ

さい。個別の郵送はしておりません。

※事務局だより第１９号（９月３０日発

行）に配分金明細書（５月～８月）を同

封いたします。

２ｔダンプを購入しました！！

４月２４日（大安）に納車、

無事故を願って４月３０日に事務所にて、

お酒と塩で安全祈願を行いました。

会員の皆さまも安全運転をお願いします。

事務所でも新型コロナウイルス対策

を実施しています

✿消毒液の設置

✿飛沫感染予防の仕切り板の設置

✿マスクの着用

感染予防のため、皆さまのご理解とご協

力をお願いいたします。

飛沫感染予防の仕切り板

消毒液
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令和２年６月（第１８号）

令和２年度 定時総会開催

令和２年５月２２日（金）午前９時３０分からみやこ町シルバー人材センター会議

室において、令和２年度公益社団法人みやこ町シルバー人材センター定時総会を開催

いたしました。

今年度の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

規模を縮小し、理事、互助会役員のみの出席とさせていただきました。

事務局より本総会の議決権を有する会員は２０３名、総会出席会員（委任状による

代理出席含む）〇〇〇名の定足数の報告による有効成立宣言がありました。

※第１号議案：平成３１年度事業報告

※第２号議案：平成３１年度決算報告及び監査報告

上記の各議案ともに可決承認され、そのほか３件の報告事項があり、各案件につい

ても、承認を得ました。無事に定時総会を終えることができました。

※ 総会議案書、送付文書に誤りがありましたので、正誤表を同封しています。

※ 定時総会終了後、会員互助会令和2年度通常総会が行われました。

事務局だより

差し替え

発行責任者：公益社団法人 みやこ町シルバー人材センター
〒８２４－０１２１福岡県京都郡みやこ町豊津２１７４－１０ ＴＥＬ：３３－６０６０ ＦＡＸ:３３－６０６１

チエブクロー

5月16日（土）

みやこ町本庁舎周辺の除草ボ

ランティアを行いました。

（参加者１４名）

あいにくの雨の中、ご協力い

ただき、本当にありがとうご

ざいました。

６月１２日（金）

豊津花菖蒲公園で清掃

ボランティアを行いま

す。８時３０分より、

雨天決行、１時間程度

の作業になります。

皆さまの参加をお願い

いたします。

差し替え 差し替え

✿ボランティアに参加した会員の方は、事務所にポイントカードをお持ちください
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前回の事務局だより（１７号）で募集しました安全標語に５９句の応募

がありました。安全適正就業推進委員会で検討した結果、７句を選定し、

福岡県シルバー人材センター連合会に提出いたします。県内各センターの

優秀作品の中から【令和２年度安全適正就業大会】において、安全標語の

入賞作品が表彰されます。

たくさんのご応募ありがとうございました。

安全適正就業推進委員会からお知らせ

日にち 令和２年６月１０日（水）

時 間 受付：午前９時００分

開始：午前９時３０分

講 師 消防みやこ分署

研 修 AEDの取り扱いについて

場 所 すどりの里

※コロナウイルス感染症拡大防止のため

今年度は開催中止となりました。

健康管理講座を開催します！

当センターの優秀作品

・ 思い出せ 基本動作と 危険予知

・ 慣れたもの 慣れたものが 怪我のもと

・ 安全は 家を出てから 帰るまで

・ 確実に やろうやります 安全確認

・ 作業前後 何度もチェック 事故防止

・ 此れくらい 思う気持ちが 大惨事

・ まあいいか 憶測作業の つけは無限大 事故日：平成３１年４月１５日

連続無事故日数：４１２日

（令和２年５月31日現在）
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて

政府よりイベントの中止や延期、規模縮小を

要請する方針が表明されたため、シルバー人材

センターにおいても、政府の方針にならい、

今後予定しています各種講座等の変更、中止の

可能性があります。

URL：http://www.miyakosc6060.com/

http://part034.oops.jp/33337_miyak/
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配分金の支払い予定日

R２年 ６月２５日（木）

R２年 ７月２２日（水）

R２年 ８月２４日（月）

R２年 ９月２５日（金）

※配分金明細書（１月～４月）同封して

います。

※毎月必要な方は、事務所にお越しくだ

さい。個別の郵送はしておりません。

※事務局だより第１９号（９月３０日発

行）に配分金明細書（５月～８月）を同

封いたします。

２ｔダンプを購入しました！！

４月２４日（大安）に納車、

無事故を願って４月３０日に事務所にて、

お酒と塩で安全祈願を行いました。

会員の皆さまも安全運転をお願いします。

事務所でも新型コロナウイルス対策

を実施しています

✿消毒液の設置

✿飛沫感染予防の仕切り板の設置

✿マスクの着用

感染予防のため、皆さまのご理解とご協

力をお願いいたします。

飛沫感染予防の仕切り板

消毒液

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589264314/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvLmpwLyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OCVFNiVBOCU5OSVFOCVBRCU5OC1XQjI1LSVFNSVBRSU4OSVFNSU4NSVBOCVFOSU4MSU4QiVFOCVCQiVBMiVFNSU4OSU4RCVFNSVCRSU4QyVFNSVCNyVBNiVFNSU4RiVCMyVFMyU4MiU4OCVFMyU4MSU4RiVFNyVBMiVCQSVFMyU4MSU4QiVFMyU4MiU4MSVFMyU4MSVBNi0lRTMlODIlQUYlRTMlODMlQUElRTMlODMlQkMlRTMlODMlQjMlRTMlODIlQTglRTMlODIlQjMlRTMlODMlOUMlRTMlODMlQkMlRTMlODMlODklRTglQTMlQkQtNjAwJUMzJTk3MzAwbW0vZHAvQjAwMVY3TFBNSQ--/RS=%5EADBs.WjjTh29.NhaBNMRhEHCg207U8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JRSXhqYjFkd1ZHRzVXV3FfRjdweThxWE93bXFwNjM1R3NqejZqa01SSm00a0VhdUtwb0JtTjFEVQRwAzVhNko1WVdvNllHTDZMdWk0NEtrNDRPcDQ0SzU0NE9JBHBvcwMxMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589345402/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rdWNvYmFwYXNhbmdpa2xhbmJhcmlzLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE5LzEyL2Jsb2ctcG9zdF82MzQuaHRtbA--/RS=%5EADB9Vc92UZxV02BglwzpUB.qXzVvQY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyOCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NUYXp3a1RZYnYtTVM0cTVmWlE4c3FGWEZVdlBycmZocDJDNzlRYlk2RVlFOWVxVVJ1d2dkQWdHVGQ0SncEcAM1ckMwNklteTQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzEyOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589345402/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rdWNvYmFwYXNhbmdpa2xhbmJhcmlzLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE5LzEyL2Jsb2ctcG9zdF82MzQuaHRtbA--/RS=%5EADB9Vc92UZxV02BglwzpUB.qXzVvQY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyOCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NUYXp3a1RZYnYtTVM0cTVmWlE4c3FGWEZVdlBycmZocDJDNzlRYlk2RVlFOWVxVVJ1d2dkQWdHVGQ0SncEcAM1ckMwNklteTQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzEyOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589344275/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MSU4QSVFNyVBNSU5MyVFMyU4MSU4ND9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=%5EADBFjRzGgFn0FzTlGGTOphUk4E5rFU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkzJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RQcUc5NThtWUdzZTVwWDU0LXUxZVBEN3gtTVVTSXdVUXZlQ0t5TndJZVBwcHpKbkZ0ai1oUDNRBHADNDRHSzU2V1Q0NEdFSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlBLS0EcG9zAzkzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589349098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmVlaWxsdXN0LWNsYXNzaWMuY29tL2Nvcm9uYXZpcnVzLWlsbHVzdA--/RS=%5EADBsqtHfD81gPQjHROionoWkBo8C4M-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTIwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RlYUJXZGE2cWhtZVBScGN5enhLdTIwZFRfRXZhWEVIenZtTnRsMy1VaFdZV2x2ZVI0Zk1iYlZfQjdRZwRwAzQ0S3o0NE90NDRPSzQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzIwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589439676/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTEyMTA3/RS=%5EADB3mUI5XzQRBtWXxp6XbgoIwas33s-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NoSEhDMEdpQ2VUZ0hHMk92ekU0eGF6UjUwX2hGY0JIVTFiaDNHVjFVaVY0VnFHWm8yNUpZMEdwR0ZtdwRwAzQ0T1U0NE96NDRLdklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM2MgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


令和２年６月（第１８号）

令和２年度 定時総会開催

令和２年５月２２日（金）午前９時３０分からみやこ町シルバー人材センター会議

室において、令和２年度公益社団法人みやこ町シルバー人材センター定時総会を開催

いたしました。

今年度の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

規模を縮小し、理事、互助会役員のみの出席とさせていただきました。

事務局より本総会の議決権を有する会員は２０３名、総会出席会員（委任状による

代理出席含む）〇〇〇名の定足数の報告による有効成立宣言がありました。

※第１号議案：平成３１年度事業報告

※第２号議案：平成３１年度決算報告及び監査報告

上記の各議案ともに可決承認され、そのほか３件の報告事項があり、各案件につい

ても、承認を得ました。無事に定時総会を終えることができました。

※ 定時総会終了後、会員互助会令和2年度通常総会が行われました。

議事、報告とも賛成多数で可決されました。

事務局だより

差し替え

発行責任者：公益社団法人 みやこ町シルバー人材センター
〒８２４－０１２１福岡県京都郡みやこ町豊津２１７４－１０ ＴＥＬ：３３－６０６０ ＦＡＸ:３３－６０６１

チエブクロー

６月１２日（金）

豊津花菖蒲公園で清掃ボラン

ティアを行います。

８時より、雨天決行、１時間程

度の作業になります。

たくさんの皆様の参加をお願い

いたします。

差し替え 差し替え
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