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設立30周年を迎えて
　つくば市シルバー人材センターが、おかげさまで設立30周
年の記念すべき節目を迎えることができましたことに、会員
の皆様とともに心からお祝いをしたいと思います。つくば市
を始め、関係各位、会員の皆様方の努力、ご支援の賜物
であり衷心よりお礼申し上げます。
　シルバー人材センターは、「高齢者がその経験と能力を生
かし、働くことを通じて社会に貢献し、生きがいを得ていく
機会を確保する」ことを目的に各自治体に設立されました。
　当センターは、平成４年２月５日社団法人として設立、当
初176名の会員で発足、平成15年４月に茎崎町シルバー人材

センターと合併し、平成24年４月から公益社団法人となりました。設立以降、「子育て」、
「自転車修理・販売」など独自事業を立ち上げ、会員数、就業実績とも順調に逐次増加し、
平成23～24年に会員717名、約４億円近い売り上げを上げるまでに成長しました。これもひ
とえに、当センターを利用していただき、支えてくださった地域の皆様や関係機関のご支
援、会員ひとり一人の努力の賜物と感謝いたします。
　しかし、30年の間には、リーマンショックによる経済の低迷、補助金の削減、東日本大
震災、さらに65歳定年制導入といった労働環境の変化などがあり、センターの事業にも厳
しい時代がありました。そして今日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、「緊急事態
宣言」が発せられ、外出の自粛やイベントの中止、各種施設や学校が閉鎖され、センター
も就業先の休止などにより就業実績が大幅に減少しました。これまで「当たり前の生活」
と思って過ごしてきたことが通じない時代になってきました。
　今般、就業先の廃業や業務縮小、「同一労働同一賃金」、「企業における70歳までの雇
用の努力義務化」などセンターを取り巻く背景、会員の労働環境が目まぐるしく変動してお
ります。若い人との競争、会員の高齢化が懸念され、収入の面、働く機会の面でも一層厳
しくなっています。これまでとは異なる事業や経営体質、より地域に密着した活動が求めら
れ、従来の仕事や活動を見つめ直し、新たな仕事へのチャレンジ、新たな経営システムの
構築、会員の希望や技術を生かせる新たな職場の開拓が必要です。
　30周年を機に、会員の皆様とともに改めて基本に立ち返り、「地域に寄り添った」、「地
域に愛される」つくば市シルバー人材センターを目指さなければなりません。関係各位の一
層のご理解とご支援をお願い申し上げますとともに、皆様のご多幸を祈念してご挨拶とさせ
ていただきます。
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30周年おめでとうございます

　公益社団法人つくば市シルバー人材センターが設立30
周年という輝かしい節目を迎えられましたこと、心から
お祝い申し上げます。
　貴センターにおかれましては、長きにわたり、高齢者
の方々が培ってこられた知識や経験、技術を活かした活
動により、地域社会の活性化や生きがいづくりに大きな
役割を果たしていただいています。新型コロナウイルス
の感染拡大防止のために、多くの活動が制限され、大変

苦慮されている中で、皆さまにはマスクを製作し寄贈していただくなど、
様々なご協力をいただきました。市民のために日々ご尽力いただき、誠
にありがとうございます。このたび30周年という大きな節目を迎えられ
ましたのも、尾台理事長をはじめ歴代理事長、役員や職員の皆さま、そ
して何より会員の皆さまのご尽力の賜物であると深く敬意を表します。
　人生100年時代を迎える今、つくば市では、高齢者の方々が住み慣れた
地域で安心して、自分らしく生きがいを持って暮らせるまちを目指し、
市民をはじめ多くの関係機関等とのつながりを力に「ともに創る」市政
を前進させていきます。
　今後とも、貴センターにおかれましては、会員の皆さまに健康で生き
生きと活躍していただき、活力ある地域社会づくりにお力添えをお願い
いたします。結びに、公益社団法人つくば市シルバー人材センターの
益々のご発展と会員の皆さまのご活躍、ご多幸を心から祈念しまして、
お祝いの言葉といたします。

つくば市長

五十嵐 立青
つくば市議会議長

小久保 貴史

30周年おめでとうございます

　公益社団法人つくば市シルバー人材センターが設立30
周年を迎えられましたことを謹んでお祝い申し上げま
す。
　貴センターにおかれましては、平成３年度の設立以来、
高齢者の活躍の場を数多く御提供いただき、社会参加に
よる生きがいづくりの増進に多大なる御貢献をいただい
ております。
　このことはひとえに、会員の皆様をはじめ、歴代理事

長および役職員と関係者の皆様方の御尽力の賜物と、深く敬意と感謝を
申し上げます。
　現在、わが国では少子高齢化が急速に進んでおり、高齢者の方々に豊
富な知識や経験などを生かして地域社会づくりに携わっていただくこと
は、ますます重要になってくるものと考えます。会員の皆様には、社会
を支える一員として、なお一層御活躍されますことを御期待申し上げま
す。つくば市議会としましても、議員一丸となって、全ての高齢者の方
が自分らしく生き生きと暮らせるまちの実現に向け、支援してまいりま
す。
　最後に、公益社団法人つくば市シルバー人材センターが、これからも
地域社会に欠かすことのできない存在として、さらなる御発展をされる
よう祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。
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30周年おめでとうございます

　この度、公益社団法人つくば市シルバー人材センター
が、設立30周年を迎えられましたことを心からお慶び申
し上げます。
　貴センターにおかれましては、平成3年12月に設立さ
れて以来、地域の高齢者の生きがいづくりや、福祉増進
に大きな貢献をされてこられました。これもひとえに、
歴代の理事長さんをはじめ会員、役職員各位のご尽力の
賜物と深く敬意を表する次第でございます。
　人生100年時代を迎え、元気な高齢者が地域社会の担

い手となって活躍するシルバー事業は、その重要性が再認識されるとと
もにシルバー人材センターに向けられる期待は大きなものになっていま
す。こうしたなか、貴センターは、市民から好評の植木剪定や草刈りを
はじめ、子育て支援一時預かり事業「きずな」やリサイクル自転車修理
販売事業など独自事業に熱心に取り組まれておりますことに改めて感謝
を申し上げます。
　設立30周年を新たな契機としまして、貴センターが地域社会でより一
層輝く存在となりますとともに、会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念申
し上げ、お祝いの言葉といたします。

公益社団法人茨城県
シルバー人材センター
連合会会長

綿抜 剛

副理事長　成島 和子
センターの益々の発展を祈念します

　30周年おめでとうございます。私は2011（平成23）年4月にセンターの会員になり、10年

目となります。さまざまな就業体験を通して充実した楽しい時間を過ごしております。仕事

以外にもボランティアで、会員の人たちと会員が提供してくれた浴衣生地などで、マスク、

布草履、雑巾などを作成して市役所や小学校などに寄付して喜ばれています。現在は副理事

長として、微力ながら重責を担わせていただいております。皆様のご支援をいただき、諸先

輩が作り上げてきたつくば市シルバー人材センターを発展させていくために努力していきた

いと思います。センターの益々の発展を祈念してお祝いの言葉といたします。

理事　　　深谷 淳一
30年間繋いだ方々に心より感謝

　30周年記念事業にかかわってみて、改めて先輩会員、役員のご苦労や努力がわかりました。

この30年の歴史は、現在のセンター運営の参考書になっています。30年間繋いだ方々に心よ

り感謝いたします。私は10年ほど前につくば市に転入いたしました。当時は知り合いや友人

も少なく、寂しい日々を送っていました。ある日、センターの存在を知り入会しました。今

では、職場、役員、同好会、それぞれの仲間と楽しくやっています。つくばに居場所ができ

た感じです。30周年の節目にあたり、この恩義あるつくば市シルバー人材センターに微力な

がら貢献していきたいと思います。

理事 　薬師寺 晴美
今の時を大切に

　つくば市シルバー人材センター（TSC）はこのたび30周年を迎えましたが、人間の一生に

例えれば壮年期に入ったといえます。私は2017（平成29）年4月に入会し、初めての仕事が

筑波山麓中腹のお宅の草刈りでした。それからは市内全域が私の仕事場となり、現役時代は

野田線を往復する日々でしたから移動は大変でした。また人との関わりでは、現役時代は職

場関係者と向こう三軒両隣程度の付き合いでしたから、つくばに住んで40年近くになります

が、つくば市のいわゆる学園地区しかわからない人間が、多くの地元住民や移住者（？）と

ふれあい、地域の文化歴史を教えていただいたり、同郷の話に花が咲いたりと楽しいことも

祝
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員の減少が顕著であり、高齢化が身近な問題として迫っている現状でございます。技能の向

上と改善活動の強化を通して、センターの益々の発展に寄与できればと存じます。

助け合いながら仲良く働いていきたい

　コロナ禍という大変な時代のなかにいますが、いつまでも社会とつながっていきたいとい

う思いからシルバーに入会して4年。就労先での会員、そしてお客様との挨拶や会話は、社

会に参加しているという実感を肌で感じることができ、大いに刺激にも勉強にもなります。

人生100年時代が話題になっている昨今、心身ともに健やかで、就業することによりいきが

いが充実し活力ある人生を過ごせるように、助け合いながらともに仲良く働いていきたいも

のです。

たくさん経験させてもらっています。厳寒の冬、酷暑の夏、ハチやチャドクガに刺されるな

ど大変なことも多々ありますが、これら全てシルバー会員になったおかげです。現在理事（事

業部長、安全委員会委員長）を拝命していますが、センターを運営していくことの苦労と責

任を痛感しています。TSCを生み出し、揺籃期のTSCを育てた先輩や仲間の方たちに深甚の

尊敬と感謝の思いをこめてお礼申し上げます。

理事　小杉 晴彦
地域社会に貢献する魅力あるセンターに

　私が入会してから、早くも8年半経過しましたが、仕事も請負業務から派遣業務への切り

替え、及びコロナ禍による活動の大幅な制限などにより、シルバー事業を取り巻く環境は大

幅に変わってきました。しかし、いかなる環境下にあっても、センターは「自主・自立の組

織理念」と「共同・共助の事業理念」という２つの基本理念に基づき運営されています。し

たがって、今後も、この基本理念を元に地域社会に貢献する魅力あるセンターを目指し、か

つ、センターの益々の発展をご祈念しまして、お祝いの言葉といたします。

理事　  　武井 義
安全第一の職場環境づくりに邁進

　センターに入会してお世話になってから約4年を経過しました。他都市でのサラリーマン

を半世紀、約50年。つくば市において人と接する機会がありませんでしたが、センター事業

を通じて諸先輩方、事務局職員の方々の大変なご指導があり、地域社会と密に接することが

でき、感謝を申し上げます。企業の70歳定年退職制度など、今後ますます高齢化社会が進む

なか、より多くのセンターの仲間が健康管理に留意しながら、明るく楽しく就業できますよ

うに、理事の一人として、安全第一の職場環境づくりに努力してまいります。

理事　里信 隆義
技能の向上と改善活動を通して

　コロナ禍にて剪定や草刈りの講習会が長期にわたり中止し、皆さんには不安やご迷惑をお

かけしております。コロナの早期終息を願ってやみません。高齢者雇用安定法の改正や高齢

化による剪定会員の減少など、今後の就労継続に一抹の不安を感じておりました。近年は会

理事　　　　大塚 誠

今後の展開に期す！

　30周年を1つの節目として、2050年をターゲットとするつくば市未来構想・戦略プランに

加担させていただき、当センターの事業を大いに発展させ、つくば市行政との共存共栄を持

続可能としSDGsを通して社会変革をすることが、これからのつくば市シルバー人材センター

に課せられた責務であることを肝に銘じて事業を進めるべきであると想う次第です。近年、

当センターにおける企業展開はもちろん重要であると同時に、業界が担う社会的責任が問わ

れるシチュエーションとなってきたことを踏まえることが何より重要です。センターのさら

なる活躍と躍進を祈念し、お祝いのメッセージといたします。

理事　土田 禎太郎

趣味と実益を兼ねた剪定業務で

　趣味と実益を兼ねた剪定業務により、健康で充実した日々を送らせていただいております。

30周年という節目のなか、会員の皆様とともに喜びを分かち合えることは嬉しいことです。

しかし、市民の皆様からの受注も増えていくなか、会員数の伸び悩みと安全就業にどう対処

していくかが、今後の大きな課題です。

理事　 　酒井 清貴

祝
辞
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丁寧な作業に、感謝の一言

　つくば市シルバー人材センターの皆様には、長年にわたり、大変お世話になっております。
1つ1つの作業を丁寧に行っていただいていることに加え、これまでの人生で培われた豊富な

経験と的確なアドバイスが大変心強く、感謝の一言です。ありがとうございます。これから

も末永いお付き合いをお願いするとともに、益々のご活躍を願っております。

皆様のおかげで美しくきれいな景観です

　つくば市シルバー人材センターの皆様には、長年にわたり大変お世話になっております。
弊社つくば事業所におきましても、日々、守衛業務や所内の清掃、メール便の仕分け、それ

以外にも多岐にわたる細かな業務を行っていただいており、大変ありがたく思っております。

仕事ぶりも1つ1つ丁寧に行っていただいており、美しくきれいな景観を保つことができてい

るのも皆様のおかげです。これからも益々のご活躍を願っております。

預け先の選択肢が増えて心の余裕に！

　娘は1歳の誕生日に「きずな」デビューを果たし、お世話になり始めて3年が経ちました。
娘にとって「きずな」は、自分をありのまま受け入れてくれる第二の家庭のようで、「今度

いつ行くの？」と聞いてくるほど大好きです。おばあちゃんたちの、実のお孫さんに対する

かのような温かくておおらかなやさしさ、それをしっかり感じているからではないでしょう

か。スタッフの皆さんは子どもたち一人ひとりの状況を共有し、細かく把握してくださって

いるので、親の私としましても実家で子どもを見てもらうような感覚で安心してお願いして

います。預け先の選択肢が1つ増えることが心の余裕にもつながっているように感じ、本当

にありがたい限りです。「きずな」をまだご存知ない方々にぜひとも知っていただき、地域

で必要とされる存在として今後益々発展されますよう、心よりお祈り申し上げます。

時代の転換期です！　
独自事業を立ち上げ乗り越えよう！

　諸先輩の方々や事務局職員の方々の大変なご努力により今日まで維持されてきましたが、
「人生100年時代」を迎えて、「定年延長や再雇用制度」が普及しセンターへの仕事依頼が減少。

中国やベトナムに行かずとも、国内にも時給850円前後の円熟した高齢の働き手があること

を見直そう。介護予防や認知症予防のための仕事探しではなく、もっと積極的な活用を図る

独自事業を開拓すべき時代が到来したと思います。

監事　山峰 國彦

監事　金子 和雄
長い経験に培われた知恵や技能を役立てていく

　つくば市シルバー人材センターが設立30周年を迎えられましたことを心よりお喜び申し上
げます。

　センターが高齢者の生きがいを高め、かつそれぞれの方々の経験を生かすことにより高齢

者の雇用拡大を図るために発足したことは、近年の高齢社会の推移を見ますと誠に時宜を得

たものであったと言えます。センターは設立以来、会員数や就業実績を発展させ各方面から

大いに注目されているところであります。この30年間のセンターの活動は、「高年齢者の能

力を生かし活力ある地域社会づくりに寄与するもの」として高く評価されています。あわせ

てこの間のセンター並びに会員各位の長年の努力に深く敬意を表する次第です。長い経験に

培われた多くの高齢者の方々の知恵や技能を各方面に役立てていくことは、地域社会にとっ

て必要であり、また大変頼もしいことであると存じます。今後ともセンターの役割や活動に

対して一層の期待が持たれているところであります。30年は１つの節目であります。これを

機会に会員各位の新たなる出発点としていただきたいと存じます。

　終わりにセンターの益々の活躍と発展並びに会員各位のご健勝を心より祈念申し上げまし

て、お祝いの言葉とします。

株式会社仙台銘板　関東機材センター　センター長　駒田 裕之 様

オリエンタルモーター株式会社つくば事業所総務部　大井 慎二郎 様

子育て支援ルームきずなご利用者　藤田 文子 様

お客様からのお祝いメッセージ

祝
辞
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変化する時代に向けてパワーを結集

　節目の30周年、先人たちの育成に感謝いたします。これから新しいスタートが始まります。
雇用年齢のアップ、団塊世代が後期高齢者に突入、コロナ禍・環境問題など、時代にマッチ
した対応に向け、会員パワーを結集しましょう。

仕事や社会奉仕ができる幸せ

　70歳まで住んでいた大阪から息子たちに呼び寄せられ、つくばの人になりました。引っ越
してきて知り合いがいませんでしたので、これからの長い人生、シルバー人材センターに入
会すれば仕事や地区活動を通じて同年代の友人ができるかもとの思いでした。入会してもう
7年目になります。谷田部地区には女性だけの「なかよし会」があり、右も左もわからなかっ
た私をとても親切にしていただき、すばらしい友だちに巡り合うことができました。今は自
転車しか乗れませんので、その範囲で草取りの仕事をしています。道具をそろえるのから始
まり、夏の炎天下の作業は死ぬかと思いましたが、よき先輩方に助けられて今では楽しく仕
事をしています。何もしないで1日家にいるより、仕事に、社会奉仕に出かけられる幸せは、
シルバー人材センターの会員になったおかげだと感謝しています。

コロナ禍でも変わらないお仕事ぶり

　私どもが剪定と草刈りをお願いするようになって十数年になります。初めてお願いしたと

き見違えるような庭になり、草取りは庭だけと思っていた私たちは、家の周りすべてがきれ

いになっていることに気づきました。体勢を斜めにしなければ通れないほど狭いお隣との境

も然りで、夫も私もその丁寧な作業に感動して、事務所にお礼状をお送りしたことを思い出

します。ご近所が転勤で遠方に行かれることになりましたが、留守宅の剪定と草取りをお帰

りになるまでセンターで受けて下さり、その方は大変感謝されていらっしゃいました。　

　コロナ禍のなか、私たちの日常は大きく変わりましたが、皆様の変わらないお仕事ぶりに

元気をいただいています。これからも御身を大切にされ、ご活躍されることをお祈りいたし

ます。

自信に満ちていて、楽しさも感じます

　30周年おめでとうございます。シルバーさんには、ふすまの張替えを2度ほどしていただ

きました。特に去年の暮れにはふすまの動きまで調整していただき、感謝！感謝！です。ま

た、業務説明、運搬等も大変ていねいで自信に満ちあふれ、楽しさをも感じられました。お

かげさまで、私どもも元気をいただきありがとうございました。

豊島 盛 様

久保 信子 様

茎崎地区　　村野 四郎 会員

多くの先輩方のご尽力を思う

　設立30周年おめでとうございます。地域活動の一環としての設立にあたって多くの先輩方
のご尽力を思うとき、現在一会員として働かせていただいていることに感謝し、今後益々の
ご発展を祈念しております。

桜地区　　　小倉 輝子 会員

谷田部地区　杉本 信子 会員

会員の皆さんから

安心して働け、感謝されるセンターに

　私の入会動機は、今まで諸先輩にお願いしていた我が家の庭木の剪定を自分の手でできる 
ようになることでした。荒れた樹木を、“あっ” という間に素晴らしい姿によみがえらせる諸 
先輩たちの腕前にあこがれたものでした。あれから16年以上が経過、この間大きな事故もな 
く貴重な体験をさせていただき、未だお世話になっております。これからも、安全に、安心 
して働け、皆さんに感謝されるシルバー人材センターであり続けるよう、祈念しております。 

大穂地区　中島 肇 会員

働きながら社会とつながりを

　設立30周年おめでとうございます。確定申告時の駐車場の誘導、市内の清掃活動、駐輪場
管理業務などで働かせていただいております。60歳を過ぎて働きながら社会と繋がりを持つ
ことができるセンターは、これから益々必要になります。これからも地域に貢献し、発展す
ることを願っております。

茎崎地区　　 　遠藤 忠 会員

祝
辞
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変化する時代に向けてパワーを結集

　節目の30周年、先人たちの育成に感謝いたします。これから新しいスタートが始まります。
雇用年齢のアップ、団塊世代が後期高齢者に突入、コロナ禍・環境問題など、時代にマッチ
した対応に向け、会員パワーを結集しましょう。

仕事や社会奉仕ができる幸せ

　70歳まで住んでいた大阪から息子たちに呼び寄せられ、つくばの人になりました。引っ越
してきて知り合いがいませんでしたので、これからの長い人生、シルバー人材センターに入
会すれば仕事や地区活動を通じて同年代の友人ができるかもとの思いでした。入会してもう
7年目になります。谷田部地区には女性だけの「なかよし会」があり、右も左もわからなかっ
た私をとても親切にしていただき、すばらしい友だちに巡り合うことができました。今は自
転車しか乗れませんので、その範囲で草取りの仕事をしています。道具をそろえるのから始
まり、夏の炎天下の作業は死ぬかと思いましたが、よき先輩方に助けられて今では楽しく仕
事をしています。何もしないで1日家にいるより、仕事に、社会奉仕に出かけられる幸せは、
シルバー人材センターの会員になったおかげだと感謝しています。

コロナ禍でも変わらないお仕事ぶり

　私どもが剪定と草刈りをお願いするようになって十数年になります。初めてお願いしたと

き見違えるような庭になり、草取りは庭だけと思っていた私たちは、家の周りすべてがきれ

いになっていることに気づきました。体勢を斜めにしなければ通れないほど狭いお隣との境

も然りで、夫も私もその丁寧な作業に感動して、事務所にお礼状をお送りしたことを思い出

します。ご近所が転勤で遠方に行かれることになりましたが、留守宅の剪定と草取りをお帰

りになるまでセンターで受けて下さり、その方は大変感謝されていらっしゃいました。　

　コロナ禍のなか、私たちの日常は大きく変わりましたが、皆様の変わらないお仕事ぶりに

元気をいただいています。これからも御身を大切にされ、ご活躍されることをお祈りいたし

ます。

自信に満ちていて、楽しさも感じます

　30周年おめでとうございます。シルバーさんには、ふすまの張替えを2度ほどしていただ

きました。特に去年の暮れにはふすまの動きまで調整していただき、感謝！感謝！です。ま

た、業務説明、運搬等も大変ていねいで自信に満ちあふれ、楽しさをも感じられました。お

かげさまで、私どもも元気をいただきありがとうございました。

豊島 盛 様

久保 信子 様

茎崎地区　　村野 四郎 会員

多くの先輩方のご尽力を思う

　設立30周年おめでとうございます。地域活動の一環としての設立にあたって多くの先輩方
のご尽力を思うとき、現在一会員として働かせていただいていることに感謝し、今後益々の
ご発展を祈念しております。

桜地区　　　小倉 輝子 会員

谷田部地区　杉本 信子 会員

会員の皆さんから

安心して働け、感謝されるセンターに

　私の入会動機は、今まで諸先輩にお願いしていた我が家の庭木の剪定を自分の手でできる 
ようになることでした。荒れた樹木を、“あっ” という間に素晴らしい姿によみがえらせる諸 
先輩たちの腕前にあこがれたものでした。あれから16年以上が経過、この間大きな事故もな 
く貴重な体験をさせていただき、未だお世話になっております。これからも、安全に、安心 
して働け、皆さんに感謝されるシルバー人材センターであり続けるよう、祈念しております。 

大穂地区　中島 肇 会員

働きながら社会とつながりを

　設立30周年おめでとうございます。確定申告時の駐車場の誘導、市内の清掃活動、駐輪場
管理業務などで働かせていただいております。60歳を過ぎて働きながら社会と繋がりを持つ
ことができるセンターは、これから益々必要になります。これからも地域に貢献し、発展す
ることを願っております。

茎崎地区　　 　遠藤 忠 会員

祝
辞



特別表彰受賞者　佐藤 淳 会員

表彰者を代表しての謝辞

　つくば市シルバー人材センター 30周年おめでとうございます。表

彰を受けた33名を代表して感謝とお礼を申し上げます。設立30周年

記念にあたり表彰を受けましたこと、心から嬉しく感謝の気持ちで

いっぱいです。

　顧みますれば、会員となり長い年月が過ぎました。老後の生き甲斐を与えていただき、楽

しく働くことができました。表彰に値するようなことは何ひとつ思い当たりませんが、役員

として組織運営に多少なりとも貢献できたとすれば、会員の皆様のご指導ご協力によるもの

と感謝申し上げます。

　入会後20年余が過ぎましたが、今後も楽しく働きながらセンターの発展に少しでも寄与で

きればと念願しております。最後になりますが、センターの今後の益々の発展と会員の皆様

のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、お礼の言葉に代えさせていただきます。まことに

ありがとうございます。

会員表彰

絆を大切にして精進してゆきたい

　「光陰矢の如し」の諺の通り、時の過ぎ行く速さに本当に驚くばかりです。今後とも健康
第一に、先達の方々のご指導を糧に、地域の人々との絆を大切にして、精進していきたいと
思っております。

桜地区　　 　清野 年子 会員

変化する社会のニーズを捉えた更なる発展を

　シルバー会員になって、新しい仲間との出会いや社会貢献への生きがいを得て、毎日が元
気になりました。つくば市は、すばらしい研究学園の街であり、その地域特性に合った会員
の能力を生かし、地域と信頼、会員相互の輪を図り、変化する社会のニーズを捉えたシルバー
人材センターの更なる発展を希望しています。

茎崎地区　　　　川上 誠 会員

社会との繋がりを持てていることに感謝

　定年退職を機に千葉県から当地に移住し、家庭菜園づくり等をしていましたが、物足りなく
感じました。そこで当センターに妻とともに会員登録をし、登録と同時に仕事を紹介され現在
に至ります。仕事や会員との交流により、社会との繋がりを持てていることに感謝しています。

働く仲間がいて、若い方との会話があります

　私は会員になってから4年余りになりますが、シルバーのスタッフの方々に親身になって
仕事を紹介して頂き感謝をしております。勤務は大学図書館ですが、働く仲間がいて、生活
習慣も確立し、仕事の経験が生かされ、若い方との会話が有り、本当にありがたく思ってお
ります。シルバー人材センターが今後益々発展していくことを願って止みません。

桜地区　　 　佐藤 廣雄 会員

豊里地区　鈴木 三千男 会員

佐藤 淳　　　寺嶋 恵之　　中条 孝
藤田 清信　　桜井 廸子

※在籍20年以上かつ年齢85歳以上
（敬称略）

※在籍15年以上かつ年齢80歳以上
（敬称略）

特別表彰

中島 利男　伊藤 有紀　久保田 清子　座馬 孝子　寺田 清　井上 明代
別所 隆　大野 保江　田畑 与市　橋本 巌　根本 英雄　野田 勇　稲葉 宣夫
矢口 小四郎　金井 久子　鈴木 政明　秋山 榮子　金塚 千鶴子　亀山 みち

岡田 征男　河原 章　岡野 一民　飯村 侊夫　金野 龍一　川村 房枝
東郷 操　橋詰 智　渡辺 幸子

祝
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