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令和３年度定時総会が︑６月
２日 水( 午) 前 時か ら ｙｏｕ ホ
ールにおいて開催されました︒

23

当日は︑小出譲治市原市長を
お迎えし祝辞を頂きました︒
今回は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため︑会員の皆
様には極力委任状等による参加
をお願いし︑開催いたしまし
た︒

出席会員 名︑委任状又は議
決権行使 名の提出により︑令
和２年度収支補正予算︑令和３
年度事業計画︑令和３年度収支
予算︑監査報告︑令和２年度事
業報告の５つの報告を行い︑令
和２年度収支決算報告の承認︑
役員の選任︑定款の一部改定の
３つの議案を審議し賛成多数で
原案通り可決されました︒

役員表彰２名︑会員表彰７名
に表彰状を授与し︑当日欠席さ
れた７名の会員表彰者の皆様に
は後日直接手渡しました︒

357
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表彰者 (敬称略)
役員表彰
2名
センターの役員として特に功績があった方々です。
中野 末郎 (青葉台)
奈良輪 義男 (椎の木台)
(理事6期12年 うち会長2期3年) (理事2期4年)
会員表彰
14名
会員として、センター事業の発展に寄与し、令和３年４月１日を
基準に満80歳を迎えた方々です。
髙澤
森光
沢里
石橋
井川

貞男
信男
高男
やい子
俊雄

(八幡)
(ちはら台西)
(光風台)
(五井中央東)
(東五所)

小出市長挨拶

山崎
新野
堀井
伊藤
安藤

吉幸 (若宮)
弘 (八幡)
謙三 (惣社)
富雄 (島野)
昭夫 (真ヶ谷)

大塚 茂 (若宮)
渡辺 光雄 (島野)
永井 文雄 (大厩)
秋山 文男 (国分寺台中央)

役員表彰・会員表彰の皆さん
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令和三年 定時総会開催

右上のQRコードをスマホで読み込んでもアクセスできます

皆さんおめでとうございます‼

退任役員の皆さん
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新役員（理事・監事）のご紹介

令和３年度役員が大幅に変わりました。よろしくお願いいたします。

敬称略

上段左側より
中村(安全適正就業委員長)、三澤(事業部会担当)、渡部(事業部会長)、今井(監事)、
土山(広報委員長)、和須津(監事)、長谷（総務委員長）
下段左側より
山口(女性部会長)、髙山(副会長)、山田(会長)、平塚(常務理事兼事務局長)、
永野(女性部会担当)

会長就任挨拶 （山田

保）

会員の皆様には、
ますますご健勝で、
ご活躍のこととお喜び申し上げます。
令和３年６月２日の理事会におきまして、当センターの会長に就任いたしました山田でござ
います。
会長就任にあたり一言ご挨拶申し上げます。
令和の時代に入りまして、大型台風、新型コロナウイルス感染症の拡大と苦難が続き、会員
の皆様も大変な時期をお過ごしのことと思います。
このような状況下において、全国のシルバー人材センターでは、会員数、契約額とも減少傾
向にありますが、当センターの事業につきましては、昨年度実績を上回る成果を上げることが
でき、
これもひとえに皆様方のご活躍とご努力の賜物と深く感謝を申し上げます。
引き続き、センター事業を推進していくには、多くの課題もありますが、生涯現役社会に貢
献する仕事の場としましては、
先日、
皆様にお配りした当センターの中期計画に基づき、
様々な
取組みが可能であり、
さらに魅力あるシルバー人材センターがつくれるものと考えております。
今後も、皆様方と一緒に、はつらつと元気で働ける、シルバー人材センターの発展に努めて
まいりますのでよろしくお願いいたします。
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理事就任挨拶

(長谷

光昭)

理事就任挨拶

(永野

理事就任挨拶

(土山

順一郎)

監事就任挨拶

(和須津

令和３年度定時総会で承認を得て、市
原市シルバー人材センターの理事に就任い
たしました長谷でございます。
理事会の一員として、当センター中期計
画の実現に向けて努力していきたいと思い
ます。
会員の皆様、よろしくお願いいたしま
す。

今般の定時総会で承認を得て、市原市シ
ルバー人材センターの理事に就任いたしま
した、営業グルーブの土山です。
微力非才の身ですが、当センターの事業
発展のため、会員の皆様のご指導を賜り職
務に努力していきたいと思っています。
会員の皆様、宜しくお願いいたします。

事務局長就任挨拶

喜久子)

令和３年度定時総会で承認を得て、市
原市シルバー人材センターの理事に就任い
たしました永野でございます。
微力ではございますが、女性理事とし
て、女性会員の増強、また女性部会の発展
に尽力していきたいと思います。
会員の皆様、よろしくお願いいたしま
す。

親)

今般の定時総会で承認いただき、市原
市シルバー人材センターの監事に就任いた
しました、和須津です。
センターの業務及び財産の状況につい
て監事としての職務に努力していきたいと
思っています。
会員の皆様、よろしくお願いいたしま
す。

(平塚

峰人)

この度、事務局長に就任いたしました平塚です。
昨年は次長として１年間、シルバー事業について様々勉強させていただきました。
その中で一番驚いたことは、会員の皆様が活き活きと大変若いことです。
センター会員の平均年齢は74歳と年々高くなっておりますが、
「人は見掛けや年齢では
ない」と痛感いたしました。会員の皆様が、元気に就業されている姿や、笑顔で事務所に来
られ大きな声で職員と打合せをしている姿を見ると、私も頑張らなくてはと身が引き締まる
思いです。
今、我が国は世界でも類を見ない勢いで、人口減少、少子高齢化が進んでおり、いわゆる
「生涯現役社会」の実現が求められています。
そこで、昨年度策定した中期計画を踏まえ、会員の皆様が今まで培ってきた知識や経験
を活かし、仲良く助け合いながら働くことのできる環境づくりを進め、地域に親しまれ、頼
りにされるシルバー人材センターを目指してまいります。
今後も、会員の皆様には、安全・健康な就業に十分ご留意いただくとともに、温かいご
支援とご協力をお願いいたしまして、就任の挨拶といたします。
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会長退任挨拶 （中野

令和3年9月1日発行

末郎）

私は、平成18年に会員登録をしてから、理事４期、会長職を2年
務めさせていただきました。
皆様のご支援とご協力によりまして大過なく勤めさせていただ
きましたこと、心より御礼申し上げます。
任期中印象に残っていることは、公益社団法人移行で、より公
益性が増したこと、また、最近では植木剪定ボランティアや各現場
での会員の頑張りにより、センターの存在感が増したことです。
今回、会長を退任いたしますが、今後も会員としてセンターの拡充に寄与し、事務局を支
えていきたいと考えております。
会員の皆様のご健勝とセンターの更なるご発展を祈念申し上げ、退任の挨拶とさせてい
ただきます。
長い間ご指導いただきありがとうございました。
今後も、よろしくお願いいたします。

女性会員活躍促進サイトを公開！！
センターのホームページに、
「女性会員活躍促進サイト」を開設しました。昨年度に女性
部会や女性会員の皆様にご協力いただきながら制作しており、この度完成しました！
女性会員が活躍する様子や、働いてみて良かったこと、さらにお客様からの感謝の声な
ども掲載しています。女性会員の方や女性向けの職種が増えるようこのウェブサイトを活用
し営業活動に取り組んでいきたいと思います。
会員の皆様も是非ご覧いただき、ご感想をお寄せください。お待ちしています！

QRコードからも
ご覧になれます。

【URLはこちら→ https://www.lady.ichihara-sjc.jp/ 】
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講習会だより

チェーンソー講習会

障子・網戸の張替え講習会

令和3年6月28日(月曜日)
〜6月30日(水曜日) ３日間
講師 千葉県森林組合 木村 氏
参加者 6名
初日はセンターにて学科を、2日目、3日目は君
津市の植畑研修センターにて実技を行いまし
た。
木村講師の巧みな話術は、丸１日聞いていて
も、飽きがきません。事例を適所にちりばめなが
らの話は、どんどん引き込まれます。
また、2日目、3日目の実技では色々なチェーン
ソーの使い方を指導していただき、有意義に学
べたようでした。
講習会に参加した6名
には、終了証が授与され
ました。

令和3年７月16日(金曜日)
講師 土野・奈良輪・大川・伊藤 (襖班会員)
参加者 12名(市原市民 60歳以上の方)
新型コロナウイルス感染症対策として、昨年と
同様に参加人員を少なくし、ソーシャルディスタ
ンスを保ちながらの講習会となりました。
講師の説明にメモを取り、わかりづらいところ
は質問するなど、学ぼうとする意欲があふれてい
ました。
参加者の皆さんからは、“何事も基礎が大事”
“自分でやってみたくなった”“ワンポイントのコツ
が良かった”などの感想が寄せられました。

講習会風景

草刈機安全講習会

令和３年度講習会予定

令和3年7月6日(火曜日)
講師 千葉県森林組合 木村 氏
参加者 13名
講習会では、刈払機による労働災害や、刈払
機のメンテナンス、安全な操作方法等について
詳しく学びました。
センターでは、刈払機による物損事故が多い
ことから、会員に対し、注意喚起を行っている
ところです。
講習会で得たことを、皆さんで共有し、就業
中の事故防止に活かしていただきたいと思いま
す。

センターでは、新型コロナウイルス感染症対策
を取りながら実施できる講習会を今後も行って
まいりたいと思います。
詳細につきましては、ホームページにて随時お
知らせいたします。
皆さん奮ってご参加下さい‼
交通安全講習会

10月1日

希望会員

接遇(マナー)講習会 11月予定 希望会員

講習会風景
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太巻き寿司講習会

2月予定

女性会員

襖の張替え講習会

2月予定

60歳以上の市民の方

交通安全講習会

2月予定

希望会員

植木の剪定講習会

3月予定

植木班会員
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配分金に消費税が入っていることをご存じでしたか !
係るインボイス制度はご存じですか‼
皆さんにお支払いしている配分金と消費税・インボイス制度について
ご説明いたします。
※ 配分金は、請負契約に基づき働いた対価として
支払われるお金です。
※ 配分金は、所得税法上では雑所得として扱われます。
※ 配分金には、内税として消費税が入っています。
※ 会員の皆さんは、個人事業主として仕事をしますので
消費税納税義務者になります。

ポイント①
本来、消費税は納税の義務がありますが、納税義務が発生するのは標準期間(２年前の
１年間)における課税売上額(配分金の総額)が1,000万円以上の事業主です。
配分金の総額は1,000万円未満ですから、会員の皆様は納税義務が免除されているこ
とになります。
ポイント②
皆さんの配分金については、消費税の納税義務のない免税事業者である会員に対し
て、消費税を含めて支払われているので、免税事業者として利益(益税)を享受している
ことになります。
2023年(令和５年)10月１日より、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導
入され、消費税の取扱いが変わります。
現在、センターの消費税の納税額は、配分金が仕入税額控除の対象になっていますので
比較的低額ですが、インボイス制度が導入されますと、配分金が仕入税額控除の対象にな
らないため、いっきに増えることになります。
納税額の大幅な増額が見込まれる中、その財源をどのように確保していくかが全国的に
大きな問題となっているのです。
現在、全シ協及び県シ連で対応策を検討中でありますが、取扱いについての方向性は定
まっておりません。当センターでは、これらの動向を注視しながら慎重に対応策を検討して
いきます。
※益税

顧客(消費者)が支払った消費税のうち、納税されずに合法的に事業者の手元に利益として残る
部分
※仕入税額控除 消費税を納める義務のある事業者が仕入れにかかった消費税額を差し引いて消費税
額を計算すること
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営業だより
ビバホームちはら台店

職場訪問

職場訪問の様子

ビバホームちはら台店様から、同店の「資材館」で商品の運搬や値札付けのお手伝いの仕事のご依頼
がありました。
店舗は、LIXILが運営する大型店舗で売場面積は大変広く、
「資材館」
「生活館」
「ﾘﾌｫｰﾑ館」に分かれ
ています。
「資材館」は朝７時より営業し、地元建材業者や一般の方に工具や資材を安価で販売してい
ます。また、建物の側面にはソーラーパネルを取付け太陽光発電により店内の電力源に利用、業界初の
エコストアとして注目されています。
今回のご依頼を受け営業担当が会員を探したところ、お住まいの場所や希
望職種などから適任の方が見つかりましたので、８月１１日に会員を同行して
職場訪問を行いました。
現地では、
「資材館」責任者の方より以下のとおり作業内容や注意点につ
いて説明を頂きました。
＊お客様が購入した商品を台車で駐車場まで運搬する。
(木材や砂利など重量物有り)
＊商品陳列や値札付け。(空き時間を利用)
＊お客様への言葉使いに十分注意し、丁寧な接客を心掛ける。
このあと、会員は就業を希望され、店舗の方からも
受入了承との意向があり、契約成立！となりました。
営業グループでは今回のようにお客様(発注者)か
ら仕事のご依頼が入りますと、出来るだけ早期に会員
を探し、ご紹介できるよう努めています。現在、４名の
営業担当が、会員の皆様からのお仕事に関するご相
談などを随時受け付けていますので、お気軽にご連
絡下さい。お待ちしています‼

仕事紹介コーナー

営業グループ

※下記の就業については会員が不足しています。ご相談を受付ていますのでご一報下さい。
就業先名称

就業内容

就業時間

募集人員

共同住宅・企業事務所

事務所内清掃、共有部
清掃および屋外清掃

週３日〜４日
２〜３時間程度

適宜募集

ゴルフ場

ポーター、厨房、
コース管理、清掃

週３日〜４日
２〜３時間程度

常時募集

一般家庭・企業等

除草、草刈、植木剪定

半日〜1日

常時募集

営業グループ４名(蔭山,土山,和須津,松嶋) 只今奮闘中！
何でもご相談下さい。連絡お待ちしています‼
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配分金支払日

事業実施状況報告（7月末現在）

8月分

9月27日

(月)

9月分

10月25日

(月)

10月分

11月25日

(木)

11月分

12月27日

(月)

12月分

1月25日

(火)

1月分

2月25日

(金)

2月分

3月25日

(金)

3月分

４月25日

(月)

10月21日

(木）

11月19日

(金)

12月21日

(火)

1月21日

(金)

2月21日

(月）

3月18日

(金)

4月21日

(木)

441

合計

99

96

547

537

就業実人員（人）

385

368

70.4

68.5

32

25

1,377

1,403

103,163,776

85,164,852

就

業

受注件数
（件）

女

率（％）
公共

民間

契 約 金 額（千円）

センターからのお願い‼
センターのお仕事について、多くの発注者さま
から感謝のお言葉を頂いております。
しかしながら、一部で誤解が生じることも…
・見積日や就業日などの日程連絡
・見積金額の説明
・就業時間の確認(特に除草･植木など)
誠実な対応を心がけましょう。

入会説明会
(火)

令和2年度

448

会員数
（人）

▼ 毎月の配分金明細書は、配分金支払日前に届くよう
郵送していますのでご確認ください。

9月21日

男

令和3年度

草刈機（刈払機）の事故多発中‼
草刈機（刈払機）
を使用しての小石飛散に伴う
事故や断線事故が大変増えています。
作業前に周囲の状況を良く点検して、危険予
知を徹底し飛び石事故や断線事故を確実に防ぎ
ましょう。
草刈機（刈払機）は注意事項を守り、正しく操
作を行い、初心に戻り、一層気を引き締めて作業
しましょう。

▼入会説明会は、午前10時開始で約1時間程かかります。
（入会登録手続きはその後1時間）
▼入会説明会後、入会登録手続きを行います。
約1時間程度 入会申込書記入・就業面談
【入会金500円、年会費4,000円の計4,500円と顔写真2枚
（2㎝ 3.5㎝）が必要です。】
（初年度のみ年会費を四半期ごとに設定）
※新型コロナウイルス感染拡大により、説明会の短縮及び
中止の場合もございますので、電話にてご確認ください。

草刈機（刈払機）事故件数
令和3年度(7月現在)
令和2年度

3件
4件

編 集 後 記
新型コロナウイルスの影響が多々ある中、会員の皆さんの頑張りのおかげで実績は順調に伸びて
おります。しかしながら、会員数が増えず… センターではホームページに女性専用のサイトを設け
たり、入会説明会時にもアンケートを実施したりと手を尽くしておりますが、なかなか実績に結びつ
かず苦慮しております。ご友人や知人の方にお声がけをお願いいたします。口コミが一番です‼働く
仲間を増やしていきましょう。
広報委員会をリニューアルしパワーアップいたしました‼より良い会報づくりに頑張っていきたい
と思います。また、より身近な会報にするために、紙面にて皆さんにお届けすることになりました。
皆さんのご意見、ご感想、ご希望などお寄せ下さい。
広報委員会
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