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【今月の気になる 1 枚】

スズメが 4 羽、仲良く並ぶ姿に笑みがこぼれます。家の近くの公園に設置されている車止めです。
毎日何気なく目にしていましたが、自粛生活が続く中、フラワータウン地区をウォーキングしていて、
他の地域ではあまり見かけないことに気が付きました。
そうなると車止めが気になってしまい、歩きながらチェック。健康のためというより、車止めを意
識したウォーキングになりました。そしていつしか自然を感じながら、街並みや風景を眺め、ゆった
りした気分で心地よく歩く時間に変わりました。ちなみにスズメの車止めのような珍しい形のもの
は、まだ発見できていません。

（A・０記）

日常で見かけたちょっと変わった景色、偶然撮れた奇跡の瞬間、ちょっと笑えるユニークなシー
ンなど、ご自身が撮影された画像に簡単なコメント付けて、事務局までメールで送ってください。
また、画像やコメントは、編集する場合がありますので、予めご了承ください。
会員の皆さんの投稿をお待ちしています。

折々の野鳥

-シジュウカラ-

【amazon 出品サービスで古本売却】
２年間も開いていない本は今後も見ないとし
て、処分しましょう。地区の資源ごみで出すと
か古本屋に持って行くのもいいですね。
ここでは amazon での売却をお勧めします。時
間はかかるが、良い値段で売れるかもしれませ
ん。そのやり方は以下のとおりです。
① amazon に通常のアカウントを作ります。
クレジットカード情報が必要です。
② 出品者としての情報を登録します。
売れた代金の入金口座情報です。
③ 出品する商品の価格リサーチをします。
④ 価格設定を考慮します。
プライム会員の場合新本は送料無料です。
が、中古本の場合送料が設定されます。出
品する本が、仮に新本同様だからと言って
新本価格を設定しても誰も買いません。
この場合新本価格の８０％マイナス送料程に

シジュウカラはスズメ目シジュ
ウカラ科の、体長 14.5cm ほど
の鳥です。頭頂とくちばしは黒
く、頬に白い斑点があります。羽
根は黒色系で、腹は白く中央に黒
いネクタイの柄があります。太いのが雄で細い
のが雌です。
留鳥で日本各地にて見かけます。雑食で、昆
虫、木の実、種子等を食べます。庭等にピーナ
ッツや、ヒマワリの種を置いておくと食べにき
ますし、慣れてくると手の上にとまって食べる
のもヤマガラ同様です。
地鳴きは「ジジジジジジ」他何種類かあり、
繁殖期の雄のさえずりは「ツーピー、ツーピー」
や「ツｲピ、ツｲピ」となります。
餌を食べにきて餌がなければ「ジジジジジ」
と催促します。食べた後挨拶をして去ります。
スズメ目での勢力関係は①スズメ ②シジ
ュウカラ ③ヤマガラのようです。
（H・Y 記）

すると売れるようになります。中古本は表示
されている販売価格と品質を考えて値付けし
ます。
⑤ 売れたらメールで連絡が入ります。
⑥ 丁寧に梱包して送付します。
郵便局のクリックポストがお薦めです。
利点 １．全国一律１９８円 ２．ネットで
決済

３．プリンターでラベル印刷

４．ポ

スト差出可 ５．郵便受に配達 ６．配送状
況追跡可
送れる最大サイズ ３４ｃｍｘ２５ｃｍ以内
厚さ３ｃｍ以内 重量１ｋｇ以内
これより大きなものはレターパック、レター
パックライト、ゆうパックを使います。 逆
に文庫本等は定形外の方が安い場合もありま
す。ラベルは透明のテープで保護します。
⑦ CD も売れますが、今の世の中では限定版の
ようなものでないと売れません。ひょっとし
たらレコードの方が売れます。
フリマ、メルカリでの出品もいいですね。
（H・Y 記）

With コロナ生活。これからはコロナウイルス感
染予防を心がける「新しい生活様式」なるものに
入りました。
２か月間の自粛生活でオンライン授業、テレワ
ークが取り入れられ、一気に環境の変化が進み広
がりつつあります。
商業施設やテーマパークなどには人が集まり、
県をまたいだ移動も緩和されて、ひっそりしてい
た観光地も賑わい始めました。
新しい生活様式に合わせて非接触のサービス
に向けていろいろな工夫が登場しています。接客
にフェイスシールド、レジや窓口にはシートが張
られ、指をかざすだけでエレベーターの階を選べ
たり、スマホを使って人と関わらずに買い物を済
ませることができたり。各業界で感染拡大予防の
対策をしています。ボーッとしていたら置いてい
かれそうな生活です。
2 波、３波と油断はできません。
ソーシャルディスタンス・マスク
・手洗い・うがいを守って、新し
い生活様式に順応できるようにし
ていかなくっちゃ。 （Ａ・O 記）

上芝 洋二 さん

「仕事の相談日」事前予約制
平成２２年の入会で、現在

はゴルフ場の清掃作業や、広
報紙の配布等をされていま
す。
この度、地域班のブロック
長を経て、理事に就任されま
した。
上芝さんは、体格が良く、今でもゴルフをされたり、
若いころはお酒も良く飲まれたようです。さらに、若い
時に購入したマンションが高値で売れたり、約３０年前
には、当時競争倍率の高いニュータウンの購入権を引
き当てられたり、入会とほぼ同時に今の就業が決まっ
たりと、まじめで豪快で、強運の持ち主と言うイメージを
受けました。

お仕事の紹介や、相談の機会として毎月第
３水曜日に実施している、「仕事の相談日」の
受付けを、来月から前週の金曜日までの事前
予約制に変更します。
待ち時間のロスをなくすことや、相談に来ら
れる会員さんを前もって分かっていることで、
相談者に応じた情報を準備することができ、よ
り深く就業に関してのお話
がスムーズにできるように
するためです。
ご予約は、電話・FAX
・メールでご連絡いただきますよう、宜しくお願
い致します。

また、どちらかと言うと、お話が好きなタイプのよう
で、ついつい口を滑らせて、昔の失敗談なんかもしゃ

「入会説明会」２部構成に変更

べってしまう、そんな人柄の良さもあり、今回の理事を
就任されたのかなぁ・・・と想像するところです。
実は、会員になられる１０年以上前から、シルバーと
のお付き合いがあり、毎年秋には植木剪定に行かせ
てもらっている、大のお得意さんでした。
しかし、退職と同時に植木剪定や芝生の管理等をご
自身でするようになり、更に今では、お庭での家庭菜
園にも熱心なようです。
主に夏野菜を育てられていて、トマト、ナスビ、キュ
ウリなどで、庭がいっぱいになるほどだそうです。
「今年はキュウリを１００本も植えてしまったので、収
穫の時は大変なことになりそうだ。」と苦笑いされてい
ました。
最後に、上芝さんが笑顔になるときは？とお伺いする
と、以前はお酒も好きだったけど、最近は飲みに行く機
会もめっきり減って、今では野菜の世話をしている時が
一番の笑顔になるとのことでした。
収穫した野菜をお漬物や、酒の肴として食べるのが
楽しみだそうです。
これから、夏野菜の最盛期に入り、
益々忙しくなりそうですね。

近年の高齢者の生活環境や就業状況の変
化に伴い、シルバー人材センターへの意識が
変化してきたと思われることから、「入会説明
会」の内容を見直しました。
従来の説明会では就業に関する説明に重
点を置いていたことから、２部構成に変更し、１
部では、シルバー人材センターの事業内容
や、ハローワークや派遣事
業との違い、高齢
者の現状等につい
て説明し、ご理解
を頂いた方には、
改めて２部で就業
までの流れや安全就業をご説明させて頂きま
す。
入会への思いによって、１部で退席するか、
２部まで参加して、入会を検討するか選択でき
ることとなっています。
現在、感染予防のため定員をもうけ、通常より少な
い人数での開催となっていますので、定員をオーバー
する場合は、参加をお断りすることもあります。

第２回

理事会開催

本年度、新たな役員体制になって初の理事会が、６月２５日（木）に開催され、新旧役員の自己紹介を行
ったのち本題へと入りました。
まず、事務局より、春先からのコロナウイルスによる、緊急事態宣言の影響で、
管理業務、ゴルフ場関連、個人宅の植木剪定等の受注が減り、事業実績が１３.７％
減少したことと、「入会説明会」を２ヶ月間休止していたこと等から、会員数が
1,100 名を下回っている状況等が報告されました。
次に、協議事項としては、新たな各部会、委員会の担当理事の配置や、本年度の
理事会開催日程に関しての協議がされ、承認を得ました。
また、寄附金等取扱規程（案）に関しては、次回持ち越しで改めて協議することとなりました。
今回から、役員の顔ぶれも一新し、新鮮な理事会となりました。
【各担当理事】
（赤字は、部会長又は委員長）
○総務財政部会

・・・・・入 江 英 美、奈良惠美子、五 良 隆 視 、岡 村 佳 高 、竹 中 豊 司

○業務部会

・・・・辻 本 惠 昭、平 田 寿 子 、万 代 義 彦 、上 芝 洋 二 、垣 内 義 孝

○福利厚生部会

・・・・奈良惠美子、垣 内 義 孝 、曽 波 芳 男

○安全・適正就業推進委員会・・五 良 隆 視、辻 本 惠 昭 、万 代 義 彦 、岡 村 佳 高

新任役員研修会開催
6 月 15 日（月）に、この度就任された新役員さんを対象に、役員研修会が開催されました。
普段、会員として就業されている方も多く、通常の就業紹介に関する内容はご存じだと思いますが、今後、
役員として関わっていただくうえで、理事会の運営や各部会、委員会の内容、年間事業計画と収支予算、更
には、シルバーの現状をよく知っていただき、事業運営に取り組んでいただく必要があります。
今後、徐々に経験を積んでいただき、理事会や部会等でご活躍いただけることと思います。

持続化給付金の申し込みについて
雇用によらない業務委託契約に基づく就業活動を、主たる収入としている個人事業者（フリーランスを含
む）が、この度の改正（R2.6.29 付）で「持続化給付金」の給付対象となり、請負で就業するシルバー会員
も対象となりました。
コロナウイルスの影響により、収入が前年の５０％以下になったり、前年の確定申告を提出されているな
どの条件が合えば、給付金を受けることができますが、個々によって事情が異なりますので、詳しい内容に
ついては、下記のコールセンターにお問合せいただくか、申請用ホームページをご覧いただき、ご確認いた
だければと思います。

持続化給付金事業 コールセンター TEL：0120-115-570
申請用ＨＰ：https://jizokuka-kyufu.jp

