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事務局だより 
理念《自主・自立、共働・共助》 
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（発行日 平成２8 年 6 月 27 日） 

 

 まだまだ梅雨空の日が続いています。雨の中の作業大変お疲れさまです。どうぞお体には充分に

お気を付け下さい。梅雨の晴れ間には真夏日・猛暑日も多くなります。できるだけ涼しい服装での

活動を心掛けましょう。 

  

 
 6月 9日の総会及び第 2回理事会をもちまして新しく理事長に就任させていただきました。これ

までの行政経験をいかし、当センターの発展のため全力を傾注してまいる所存でございます。会員

皆様方にはこれまで以上にご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。 

                                   理事長 右田芳明 

 

 

 
  大変お忙しい中、6 月 9日に開催いたしました平成 28年度定時総会へのご出席ありがとうござ

いました。平成 27年度事業報告並びに収支決算・監査報告などの提案をし、ご承認頂きました。

そして平成 28年度事業計画・収支予算等について、報告し了承を頂きました。 

 今年度も引き続き、会員皆様のご努力、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 
  4月 14日の前震、4月 16日の本震による熊本地震の発生により熊本・大分県で甚大な被害が 

 発生しました。総会時に義援金のご協力をお願いしましたところ、会員・事務局職員あわせ 38,501 

 円のご支援を頂きました。熊本地震義援金受付を行っている日本赤十字社（三井住友銀行 すず 

 らん支店）に寄付をいたしました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 
  

 お客様からのお問い合わせが多く、草取り、草刈・剪定作業のお申し込みも増加傾向です。 

 新規の会員さんを募集していますので、60歳以上のお知り合いの方にはご入会のお声掛けを 

 お願いいたします。 

 

 以下の就業先の会員さんを募集しています。担当者にお問い合わせください。 

 

   

 

     

    春蕎麦の季節となりました。新蕎麦のいい香りを楽しみながら一緒にそば打ちをするメ 

  ンバーを募集しています。入会等については代表者の小浦さんまでお問い合わせください。 

  ※お問合せ：そば打ち同好会代表 会員：小浦良雄さん 090-4988-2577 

理事 理事長 ：（新）右田 芳明 常務理事 ： 幸野 正市 

(新）戸田 美和 (新）江藤 郁 木元 利廣 安部 敏夫 竹内 一光 

藤元 康保 佐藤 聰 由見 文洋 三重野 勝 台 博美 

菅原 朝光 佐藤 健次 伊東 盛夫 平岡 功次 宮崎 英子 

監事 東 尚明 大﨑 和吉  

◎家事援助・福祉サービス部会  〇お問い合わせ：廣田・佐藤友紀（さとうゆき） 

地区集会（1地区） 7月 20日(水) 13時 30分 
大分市シルバー人材センター事

務局第 2会議室 

地区集会（2地区） 7月 15日（金） 13時 30分 
大分市シルバー人材センター事

務局第 2会議室 

地区集会（3地区） 7月 13日（水） 13時 30分 
南大分公民館 

(変更の可能性有) 

地区集会（4地区） 7月 12日（火） 13時 30分 大南老人いこいの家 

地区集会（5地区） 7月 14日（木） 13時 30分 鶴崎公民館 

場所 就業内容 時間 備考 
事務局担

当 

田中 スーパー：商品管理 6：30～10：30 1名 
山本(孝) 

稙田 スーパー：清掃 17：30～21：30 1名 

光吉 スーパー：惣菜補助 
8：00～12：00 

（うち 4時間程度） 
10日/月 

山本(新) 

南明野 
スーパー： 

商品管理(精肉部門) 
9：00～13：00 10日/月 

東春日 食堂：配膳 

10：00～14：00又は 

19：00～22：00 

3日/週 月曜休み 

 

佐藤 

友紀 田室 ホテル：調理補助 10：00～14：00 15日/月 

西大分 寮賄い：調理・清掃 2.5時間程度 2～3回/週 

新執行部体制がスタートしました 

行事日程のお知らせ 

平成 28 年度定時総会へのご出席ありがとうございました 

就業のご案内  

熊本地震の義援金受付について 

理事長就任のあいさつ 

裏面は「安全だより」 

そば打ち同好会  メンバー募集（互助会） 



平成２８年７月

＊４月の事故＊

１、伐採作業で伐採した木をユンボ車で片付中に挟んだ木が滑り落ちユンボ車に

　　あたり運転席のガラスを破損

２、同作業で隣の敷地に置いてあったサイロに伐採した木があたりサイロを破損

＊５月の事故＊

１、草刈作業で、刈り残しの草を刈払機で切ったとき小石をはね

　　小石が近くの民家の窓にあたりガラスを破損

２、運搬作業中に建屋の外で待機中に倒れ意識不明になる。

　　周りに被害者しかいなかったため事故の詳細は不明。

　　意識不明で入院中

３、造成中（家は建っていない）の宅地の草刈作業中に、草むらに

　　埋もれていた水道の引き込み管を草刈機で誤って切断した。

２８年度も3ヶ月を過ぎようとしていますが、すでに５件の事故発生となっています。

原因は油断、過信など安易な行動が主です。何度も同じことが繰り返されています。

自分だけは大丈夫などと思わず初心にかえり慎重のうえにも慎重に準備の上作業し

て下さい。 お互い注意しあつて危険の芽を摘み取りましょう。

ヒヤリ・ハット

《 報告されているヒヤリ・ハットの一部 》

事故の処理

①脚立をまっすぐ立てないで使用したため、

傾き危うく落下しそうになった。

②雨上がりに斜面を草刈中、足が滑り転倒し

そうになった。

③草刈機の点検中にエンジンを空ぶかしした時

後ろの人に当たりそうになった。

④道路わきを草刈中、草刈機ではねた小石が近くを

通行中の人に当たりそうになった。

26年度～28年度事故発生状況 事故の業務別内訳

ヒヤリ・ハット事例を募集しています。自分のヒヤリとしたこと、

ハットしたことを事務局まで提出して下さい。

電話 097-538-5575

”お互いによく見て声掛け

安全作業”

平成２８年度安全スローガン

ヒヤリ・ハツトとは：突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとしたりしたことを言います。

《 ヒヤリ・ハット事例からの状況分析 》

公益社団法人大分市シルバー人材センター

安全ニﾕース
安全委員会
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６月までの事故内容

自分、又は、他の人が経験したヒヤリ・ハット事例を集めて内容を共有す

ることによって、多くの事例を知り不安全な行動を無くします。ヤリハット 報

考察

■ 気が付かなかった、油断し

ていた、ぼんやり・うっかり、自

信過剰、が７４％とほとんど

■今一度自分の行動を振り返

り安全就業に取り組みましょう。

防護ネット未使用、

油断

事前確認モレ、 気

が付かなかった

油断

油
断
大
敵

提出先 庶務班安全担当 池邉

1

2

2

0 1 2 3 4 5

その他

その他屋内

その他屋外

家事援助

草取り

草刈り

剪定

平成２８年度業務別事故件数 (件)

事故が発生したら直ちに第一報を


