
設立 40周年記念

　鹿児島市シルバー人材センター設立 40 周年記念式典は、令和 3 年 10 月 14 日（木）、「サンエー
ルかごしま」で行われ、出席者約 200 人が設立 40周年を祝いました。
　昨年から続くコロナ禍で、出席者・規模を縮小しての開催となりましたが、来賓として下鶴鹿児
島市長、川越鹿児島市議会議長にご臨席・ご祝辞を賜り、華を添えていただきました。式典では、
過去の歴史を振り返る記録映像「40年のあゆみ」の上映や長期会員等の表彰が行われ、思い出に浸っ
ていました。
　また、アトラクションとして「ひまわり劇団」による津軽三味線演奏、歌や踊りがあり、皆さん
笑顔で 40周年を祝い、さらなる飛躍を誓いました。
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※紙面の都合上、全員の喜びの声を代表者 4人としました。
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●富山　健さん（94歳）
60 才の時に入会し 34 年！　筆耕の分野で頑張ってきました。好きな書の仕事で元
気にここまで頑張れて嬉しく思います。（圧倒的な存在感で筆耕を牽引されています）

●丸田トミ子さん（94歳）
私も60歳で入会34年。以前は理事も務めました。今は手芸同好会に所属しています。
皆さんと知り合えたことが本当に嬉しい。おはら祭にも毎年参加してきました。

●勘場　道子さん（92歳）
60 歳で入会 32 年。私も筆耕の仕事を主にやってきました。現在も会員作品展など
に出品しています。シルバー人材センターで頑張って来られて本当に良かったです。

●吉留　育男さん（86歳）
入会25年。剪定作業を主にやってきました。夏場きつかったことを思い出しますが、
依頼者に喜ばれた時の嬉しさと、健康で仕事が出来たことを有難く幸せに思います。
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設立40周年記念式典（10月 14日）



　日頃から当センターの事業運営に、格別のご理解とご協力を
賜り、心から感謝申し上げます。
　当センターは、九州で２番目、全国的にもいち早く、昭和
56 年 10 月に会員数 268 人でスタートし、本年 10 月に設立
40周年を迎えました。
　これまでに 16,000 人を超える方が新規に入会し、ここ数年
の女性会員の増もあり、令和元年度に 4,000 人を超えるなど順
調に発展してきています。
　コロナ禍で多くの参加が厳しい中、下鶴鹿児島市長や川越鹿
児島市議会議長のご臨席のもと、設立 40 周年記念式典を規模
や時間を縮小し、10 月 14 日に開催することができました。関
係者の皆様に改めまして感謝申し上げます。
　また、長年にわたり当センターの発展に貢献していただき、
この度表彰を受賞された皆様におかれましては、今後とも健康
に留意され、ご活躍されることをお祈り申し上げます。
　センターを取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化など年々
厳しい状況にありますが、地域の経済活力を維持するためには、
これまで以上に、経験豊かな高年齢者が地域社会を支える一端
を担うことが期待されており、地域での就業を通じて会員の生
きがいと地域のニーズを結ぶお手伝いをしているシルバー人材
センターの果たす役割は益々重要となってきています。
　令和２年からは新型コロナウイルスという見えない敵にも悩
まされてきていますが、今後とも会員皆様の安心・安全・健康
を第一に、次の節目である 50 周年に向けて、１歩１歩着実に
前進し、地域から頼られる「まちのシルバー人材センター」を
目指していきたいと考えております。
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設立総会　会員 268 人 ( 男 :207 人　女：61人）
設立 10周年
会員数　1,000 人突破
「おはら祭」初参加
 設立 20周年
１市５町の新生シルバー人材センター誕生　会員 2,370 人
派遣事業開始
設立 30周年
ワンコインまごころサービス開始
アンテナショップ「おじゃったもんせ」開設
女性会員の会「ひまわりの会」発足
会員数 3,000 人突破
会員増加数　全国第１位
ひまわり劇団発足（福祉施設等訪問グループ）
会員数 4,000 人突破
会員増加数　全国第１位
会員増加数、派遣事業契約金額　全国第２位

鹿児島市シルバー人材センター設立40周年祝

柿元孝志理事長あいさつ柿元孝志理事長あいさつ
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会員数と契約金額の推移会員数と契約金額の推移
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安心・安全・健康を第一に50周年へ！安心・安全・健康を第一に50周年へ！

下鶴 隆央 鹿児島市長 川越 桂路 鹿児島市議会議長
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　入会 11 年。印象に残っていること
といえば、障害のある方の家の改修作
業を手伝い、大変喜んで下さり、不自
由な手で書かれた礼状を頂き、嬉しい
気持ちになった事を思い出します。

　平成 26 年入会。駐輪指導の仕事を
しています。皆さんと和やかに活動中。
また班会で地域会員との交流を深めら
れたことやおはら祭に参加でき、いい
汗をかき、笑顔で過ごせて最高です。

　生活支援の仕事で以前体力がなく、
浴槽から上がれず何時間も浸かってい
た方を助け、３年間病院同行もしまし
た。今、元気に頑張っておられるよう
です。仕事に感謝しています！

　シルバーセンターに入会して、第二
の学校に戻ったみたいで楽しいです
よ。同じ世代が意見を戦わせたり、切
磋琢磨して自分磨きができ、シルバー
センターは本当に楽しい「学校」です！

参加者の声（抜粋）参加者の声（抜粋）

中﨑　久男さん 冨谷　陽子さん　

柳原　正一さん　 坂井　浩一さん　

祝　辞祝　辞

式　典式　典

40年のあゆみ・式典映像はこちら☞40年のあゆみ・式典映像はこちら☞
鹿児島市シルバー 検索


