
第72回定時総会が開催されました

理事・監事の紹介

　令和３年6月24日(木)、大田区民ホー
ル・アプリコの大ホールで第72回定時総
会が開催されました。
　会員総数3,062名のうち、当日の出席
者41名と委任状・議決権行使書の提出者
2,308名、計2,349名で定足数に達しまし
た。本総会におきましては、新型コロナウ
イルスの感染防止対策を徹底し、事前の
委任状・議決権行使書ご提出のお願いや、
セレモニーの中止などの対応をさせてい

ただきました。会員の皆さまにおかれましては、これらの対策に多大なるご協力をいただき、誠にありがとうござ
いました。
　河合会長の挨拶のあと、定時総会が開始され、議長に河合会長が選出されました。冒頭に藤田監事より、令和
２年度監査報告が行われました。続いて、第１号議案「令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの計算書類
等の件」、第２号議案「定款変更の件」、第３号議案「理事１２名選任の件」、第４号議案「監事２名選任の件」に
ついて説明がありました。その後、採決に移り、すべての議案が原案どおり承認可決されました。 
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会員数 3,061名
男 1,774名
女 1,287名
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　就業報告書については、限られた人数の職員が短期間に大量の処理をするため
に、現状ではメール受信よりも紙媒体での提出を受ける方が事務処理上の手間が
軽減されることから、郵送・持参・ＦＡＸでの提出をお願いしています。今後、大田区
シルバー人材センターとして、就業報告書のデジタル化について検討していきま
す。

　現在、メールでの報告は一般的だが、セン
ターの就業報告には適用されていない。掲
示板の掲出作業、ポスティング等の数字を
メールで報告することは容易だと思う。早急
に検討し、実施してほしい。

　大田区シルバー人材センターでは、職員の資質の向上に努め職員の人材を強化して
社会状況の変化に対応するために不断の組織改革を実施していくことを、令和３年度
事業計画の中に揚げております。このことから、当センターでは、職員に東京しごと財
団主催の研修に参加させるなどして、会員の方々に対する接遇教育を行っています。

　事務局職員の、社員に対する接遇教育は、
どのようにしているか。

事前質問について事前質問について

　今回の定時総会では事前質問を受け付けました。会員の方からいただいた質問の要旨と、それに対するセンターの回答
の要旨は、以下のとおりです。

表彰を受けられた方・感謝状を授与された方の紹介（会員番号順）表彰を受けられた方・感謝状を授与された方の紹介（会員番号順）

　表彰規程に基づき、会員としてセンター事業の発展に寄与し、その業績が顕著な方を対象に表彰状、感謝状が授与されま
した。なお、令和2年度の社会奉仕活動実績は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため社会奉仕活動を中止したことに
より、特例措置として条件から除外しています。

■ 10年表彰を受けられた方
　令和3年3月31日を基準日として過去15年間毎年就
業しており、平成27年度から令和元年度まで社会奉仕
活動に各年度1回以上参加された会員10名

■ 15年表彰を受けられた方

　令和3年3月31日を基準日として過去5年間毎年就業
しており、平成28年度から令和元年度まで社会奉仕活
動に各年度1回以上参加された会員32名

■ 感謝状を授与された方

　令和3年3月31日を基準日として過去10年間毎年就
業しており、平成27年度から令和元年度まで社会奉仕
活動に各年度1回以上参加された会員22名

■ 安全標語の優秀賞受賞者  
　提出された安全標語がセンターのスローガン作品と
して採用された会員
1. 東京しごと財団のテーマ＜危険予知＞
 「ヒヤリハットの 経験生かして 危険予知」

作者：栗原  早苗
2. 当センターのテーマ＜転倒・転落事故防止＞
 「日頃から 足腰鍛えて 転倒防止」

作者：山田  孝

総務委員会：10名 広報委員会：8名 会員開発委員会：7名 適正・安全委員会：10名

委員会委員の紹介 ◎委員長　○副委員長　（新）新任

※会場で回答済

◎ 高済  博彦
○ 佐伯  成正
 鈴木  伊豆夫
 須永  建
 大越  保正
 荒井  登喜江
 市川  恒
 工藤  公治
 鈴木  昌子
 舩橋  進

◎ 佐々木  文雄
○ 小原  みつ江
 浮田  信行
 須藤  信（新）
 鎌田  芳郎
 加藤  佐登美
 加藤  誠
 栗原  弘

◎ 濱野  治
○ 丸山  完治
 細谷  哲二
 戸倉  宣正
 木藤  美智子 (新)
 渡辺  晴夫
 島田  むつみ (新)

◎ 山田  孝
○ 野中  勝利
 金丸  武夫
 寺田  政弘 (新)
 森  正代 (新)
 荒井  繁 (新)
 一柳  勝
 木原  義和
 花里  義人
 新井  博子 (新)

野口  進 佐伯  成正 鳴島  吉久 荒木  寛 
仲沢  忠男 田辺  正勝 前川  宗雄 桒  健二 
赤羽  清明 中西  文江 加藤  欣悟 一柳  勝 
内山  美津子 前薗  耶須子 森川  サチ子 千葉  富喜子 
青木  成子 新  和夫 栗原  弘 足立  正志 
羽藤  泰夫 中井  順子 水野  眞知男 神永  真理 
髙村  正子 渡辺  晴夫 押田  朝子 福田  泰徳 
市川  弘一 中島  寿和子 大森  壮一 原田  行

鎌田  芳郎 岩井  富美江 井原  倬夫 工藤  公治 
𠮷川  幸子 三浦  富夫 早川  愛子 畠山  ミイ子 
福田  明子 小川  幸彦

田中  宏昌 細谷  哲二 鈴木  伊豆夫 石川  八郎 
平賀  健司 石川  江津子 西村  和明 野中  勝利 
新藤  尋男 大越  保正 荒井  登喜江 石原  一郎 
石山  泰朗 涌井  宏 奥崎  武徳 後藤  寿弘 
渡辺  幹夫 日野  義広 平田  松江 安達  信子 
米本  千惠子 鴫原  陽子



地域ブロック役員の紹介 ◎ブロック長 ○副ブロック長 (新)新任

安 全 コ ー ナ ー 台風災害に気をつけよう 

　令和3年5月20日に、「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。
【避難情報の変更内容】

※レベル５では屋内のより高い場所に、直ちに避難してもらうため緊急安全確保とした。
※避難指示（緊急）と、避難勧告が理解しにくいため、避難勧告が廃止された。
※避難指示……全員避難（自治体が発令する）
◎災害への備えを日頃から行い、自身や家族の安全だけでなく、近隣の弱者対応も考慮し
　ておきましょう。
◎ハザードマップを参考にして、避難場所や避難ルートを確認しておきましょう。 適正・安全委員会

警戒レベルと状況 新たな避難情報等
（行動を促す情報）

従前の避難情報等
（行動を促す情報）

１ 今後気象状況悪化の恐れ 早期注意情報（気象庁） 
2 気象状況悪化 大雨・洪水・高潮注意報（気象庁）
3 災害の恐れあり 高齢者等避難 避難準備　高齢者等避難開始
4 災害の恐れ高い 避難指示 避難指示（緊急）　避難勧告

5 災害発生又は切迫 緊急安全確保
災害発生情報

＜警戒レベル４までに必ず避難＞

1　大森東
大森東4～5、大森南2～5

◎ 石川  八郎
○ 荒川  信次

4　馬込
東馬込1～2、南馬込1～6
中馬込1～3、西馬込1～2
北馬込1～2

◎ 須永  建
○ 橋本  勝彦
○ 佐藤  正和
　 高橋  左内
　 監物  増夫

7　嶺町
東嶺町、西嶺町、北嶺町
田園調布南、田園調布本町 

◎ 田中  弘子
○ 伊藤  敏夫
○ 一柳  勝
 赤羽  清明

8　田園調布
田園調布1～5
雪谷大塚町  

◎ 前川  宗雄
○ 本田  紘(新)

9　鵜の木 
鵜の木1～3、千鳥1～2
南久が原1～2 

◎ 井原  倬夫
○ 内山  美津子
○ 塩崎  文世

10　久が原
久が原1～6 

◎ 矢田  雅治
○ 田代  隆行

11　雪谷 
石川町2、仲池上1～2
東雪谷1～5、南雪谷1～5、
上池台1～5 

◎ 大越  保正
○ 堀口  勉
○ 加藤  欣悟
 湯田  義孝
 荒井  登喜江

12　千束
南千束1～3、北千束1～3
石川町1 

◎ 田辺  正勝
○ 齋藤  フミ子

13　糀谷
大森南1、東糀谷1～6
西糀谷1～4、北糀谷1～2 

◎ 大森  壮一
○ 髙橋  義男
 村石  百合子

14　羽田
羽田旭町、羽田1～6
本羽田1～3、萩中1～3 

 福田　明子
 潮田　彬

15　六郷
東六郷1～3、西六郷1～4、
南六郷1～3、仲六郷1～4 

◎ 渡辺  晴夫
○ 阿久津  久子
○ 神永  真理
 小澤  寿夫
 酒井  スナ
 日野  義広
 安達  信子
 舩橋  進
 髙村  正子

17　蒲田西
東矢口1～3、多摩川1～2 
西蒲田1～8、新蒲田1～3 

◎ 栗原  弘
○ 森川  サチ子
○ 足立  正志
 高橋  宏
 天沼  俶子
 岩田  伸一
 青木  成子

18　蒲田東
東蒲田1～2、南蒲田1～3 
蒲田1～5、蒲田本町1～2 

◎ 早川  愛子
○ 押田  朝子
○ 後藤  寿弘
 平田  松江

16　矢口 
千鳥3、下丸子1～4
矢口1～3 

◎ 立川  隆義
○ 千葉  富喜子
○ 丸山  完治
 脇坂  孝一
 松下  正道

5　池上
中央5～8、池上1～8 

◎ 野中  勝利
○ 後藤  英雄
○ 小山  種樹
 岩井  富美江

6　新井宿
山王3～4、中央1～4 

◎ 鎌田  芳郎
○ 西村  和明

2　大森西
大森東1～3、大森中1～3
大森西1～7、大森本町2

◎ 佐伯  成正
○ 鈴木  伊豆夫
 村田  豊彦(新)
 田中  宏昌
 伊藤  恵夫
 平賀  健司
　 鳴島  吉久
　 菅原  謙一

3　入新井
大森北1～6、大森本町1
山王1～2

◎ 大貫  高義
○ 岩佐  惠子

令和3年6月25日時点

ブロック長、副ブロック長
後日補充予定



理事会報告

令和3年度　臨時理事会　6月24日
（承認された議案） 
　①会長、副会長選定の件
　②常務理事選定の件
　③特命担当理事の任期延長の件
　④令和3年6月25日から令和5年度定時総会終了
 までの各委員会の正副委員長選定の件

令和3年度　第3回理事会　6月25日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②理事のブロック担当の件
　③各委員会委員選定の件
　④ブロック長・副ブロック長・ブロック役員選定の件
　⑤資産取得資金保有計画（案）の件
　⑥規程の一部改正の件
　⑦令和3年度ボランティア活動の件（追加）

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

　フレイルとは、体力・気力・認知機能など、からだや
こころの機能が低下して要介護に陥る危険性が高
まっている状態のことです。フレイル予防には、「運
動・栄養・社会参加」の３要素が重要です。しかし、夏
の暑い中、外で運動するのは熱中症の危険性があり
注意が必要です。そこで、自宅でもできる夏の時期の
フレイル予防の取組みを紹介します。
●「あーんー」体操で口腔機能の維持・向上
　口を大きく開け「あー」と言います。次に、口を閉
じ、舌を上あごにつけ、奥歯をかみしめて「んー」と言
います。これを３回繰り返しましょう！
●魚・肉・卵・乳製品・大豆製品を毎日食べましょう
●週2回簡単な筋力運動を行いましょう
　区ホームページでは、自宅でできる運動を紹介し
ています。「おおたフレイル予防」で検索！
　自宅でも熱中症の危険はあります。
●こまめに水分補給し、運動する時は適度に休憩
　しましょう。
●冷房や扇風機などを適度に利用しましょう。

問合先　高齢福祉課
電話 03-5744-1624　
ＦＡＸ 03-5744-1522

取り組もう！夏のフレイル対策

センター帽子の交換について

　色あせや擦り切れ等がある帽子（屋外作業従事者
対象）を交換します。
　現在使用中の帽子を事務
局本部までお持ち下さい。
サイズ：フリー
交換期限：令和3年9月末日

　令和２年度分の会費を未納の方、令和３年4月～令
和３年6月に請負・委任で就業していない方を対象に
8月上旬に払込取扱票をお送りします。 
　会員登録を継続する
ためには会費を納めて
いただく必要がありま
す。お近くの郵便局で
お振込みいただきます
ようお願いいたします。

令和２年度及び令和３年度分の会費について

　国内では、地震・津波、豪雨などの災害が多発して
います。災害に備えて、ご自身の対策を確認してみま
しょう。

　自宅にしっかり備えていても、外出中に被災する可
能性もあります。普段から、身分証明
書、センターの会員証、常備薬、笛、少
量の飲料水、ハンカチ、小型ライト、携
帯ラジオなどを持ち歩きましょう。

災害に対する備えを日頃から行いましょう

■家具の転倒防止対策をしているか、配置は良いか。
■食料・飲料・生活必需品などの備蓄は十分か。
■非常用持ち出しバッグ(人数分)を準備しているか。
■家族等での安否確認方法が決まっているか。
■避難場所や避難経路を確認しているか。

　センターでは、ご提出いただいた会員情報を基に、
就業紹介など法人運営を行っています。センターに登
録している会員情報（住所、電話番号、緊急連絡先
等）が変更になった際は、必ずご連絡ください。
　また、6月から開始したショートメッセージでの連絡
（緊急連絡等）にご対応いただくため、
ご自身の携帯電話番号の登録がお済み
でない方も、センターへご連絡をお願い
いたします。

登録情報の更新に関するお願い




