
１．事業実施状況 　　（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（１）総会

種別

　27.6.24（水）  ・報告事項

定 　熊谷文化創造館 　 （１）平成２６年度監査報告について

　さくらめいと 　 （２）平成２６年度事業報告について

時 　「太陽のホール」 　 （３）平成２６年度補正予算報告について

　 （４）平成２７年度事業計画について

総 　 （５）平成２７年度収支予算について

 ・議　　　事

会 　 議案第１号　平成２６年度決算の承認について

　 議案第２号　役員１６名の選任について

（２）理事会

回

　27.4.23（木）  ・平成２７年度定時総会の議案について

　勤労会館  ・役員候補者の選考について

第１回 　第３会議室  ・ボランティア計画について

 ・新入会員の承認について

　27.5.18（月）  ・監事候補者の選考について

　青少年ホーム  ・平成２７年度定時総会開催について

　講習室  ・新入会員の承認について

　27.5.25（月）  ・新入会員の承認について

第３回 　決議の省略

　27.6.24（水）  ・理事長、副理事長及び専務理事の選定について

　熊谷文化創造館

　「太陽のホール」

　27.6.25（木）  ・平成２７年度事業計画の実施について

　勤労会館  ・ボランティア活動について

　第１会議室  ・会員視察研修について

 ・部会について

 ・新入会員の承認について

　27.7.23（木）  ・就業開拓･賛助会員について

　勤労会館  ・会員視察研修について

　第１会議室  ・平成２６年度中期基本計画について

 ・理事の競業取引及び利益相反取引の承認について

 ・新入会員の承認について

主　な　内　容

主　な　内　容

月日、会場

月日、会場

第２回

第４回

第５回

第６回



回

　27.8.27（木）  ・新入会員の承認について

第７回 　決議の省略

　27.9.25（金）  ・就業開拓･賛助会員への訪問計画について

　勤労会館  ・シルバー事業普及啓発促進月間の実施

　第１会議室 　　　　　　　　　　　第11回熊谷市産業祭出店について

第８回  ・見積基準単位金額の改定について

 ・業務執行状況報告について

 ・新入会員の承認について

　27.10.22（木）  ・平成２７年度事業の進捗状況について

　勤労会館  ・シルバー事業普及啓発促進月間の実施

第９回 　第１会議室 　　　　　　　　　　　第11回熊谷市産業祭出店について

 ・新入会員の承認について

　27.11.27（金）  ・新入会員の承認について

第10回 　決議の省略

　27.12.11（金）  ・本部事務所移転について

　勤労会館

　第１会議室

　27.12.25（金）  ・下半期の事業推進について

　勤労会館  ・特定個人情報事務取扱規程（案）について

　第１会議室  ・新入会員の承認について

　28.1.28（木）  ・地区懇談会の質疑応答について

　勤労会館  ・平成２７年度決算見込と補正予算について

第12回 　第１会議室  ・業務執行状況報告について

 ・新入会員の承認について

　28.2.25（木）  ・正職員就業規則等の改正について

　勤労会館  ・平成２８年度事業計画（案）について

第13回 　第３会議室  ・平成２８年度収支予算（案）について

 ・新入会員の承認について

　28.3.24（木）  ・平成２８年度事業計画（案）について

　勤労会館  ・平成２８年度収支予算（案）について

　第１会議室  ・貸倒損失の精算処理について

 ・平成２７年度補正予算について

 ・平成２７年度決算見込について

 ・正職員給与規程の改正について

 ・新入会員の承認について

第14回

臨時

第11回

月日、会場 主　な　内　容



（３）監査

　27.5.14（木）  ・平成２６年度業務及び会計監査

　本部事務所

（４）専門部会、委員会

　・総務部会（５回）  7/6、10/15、12/11、12/16、3/8

　　　会報誌編集会議（８回）  5/20、6/12、8/4、8/25、11/2、11/16、

 1/20、2/2

　　　シルバー熊谷発行  7/24、10/23、1/1、3/24

　　　　　　　　　　　（４回／第91、92、93、94号）

　・事業部会（２回）  5/26、11/12

　　　職群委員会等合同会議（２回）  7/17、3/14

　・安全・適正就業委員会（１回）  6/5

　　　委員会及び推進員合同会議（４回）  5/19、10/28、12/16、3/16

　　　巡回パトロール（１５回）  4/22、5/27、6/23、7/22（2回）、8/26（2回）、

 9/24（2回）、10/28、11/25、12/24、1/27、

 2/24、3/23

　　　安全・適正標語の募集  7/24

　　　安全・適正就業推進大会  1/29 （勤労会館）

　　　　　（標語表彰、事例発表、基調講話、大会宣言）

　　　 「春の全国交通安全運動」出発式  5/7 （商工会館）

　　　 「夏の交通事故防止運動」出発式  7/13 （くまがやドーム体育館）

　　　 「交通安全大会」  8/31 （商工会館）

　　　 「秋の全国交通安全運動」出発式  9/18 （久下小学校）

　　　 「冬の交通事故防止運動」出発式  11/30 （コミュニティひろば）

　　　 埼シ連 安全就業研修  5/29 （県民活動総合センター）

　　　 埼シ連 安全就業推進大会  7/10 （県民活動総合センター）

　　　 埼シ連 適正就業研修  12/18 （県民活動総合センター）

　・地区委員会（２回）  7/14 （青少年ホーム：熊谷花火大会清掃）

 3/15 （青少年ホーム：　熊谷さくら祭清掃）

実　　施　　日　　等項　　　　　目

定期
監査

月日、会場 主　な　内　容



（５）地域班・職群班活動

　・地区懇談会

　　　第１地区  2/4 （荒川公民館）

　　　第２地区  2/12 （緑化センター）

　　　第３地区  2/23 （婦人児童館）

　　　第４地区  2/16 （緑化センター）

　　　第５地区  2/17 （大幡公民館）

　　　第６地区  2/10 （別府公民館）

　　　第７地区  2/8 （さくらめいと会議室）

　　　第８地区  2/22 （大里コミュニティセンター）

　　　第９地区  2/18 （妻沼勤労福祉会館）

　　　第１０地区  2/18 （妻沼勤労福祉会館）

　　　第１１地区  2/15 （江南農業総合センター）

　・職群交流会

　　　第１群（管理群）  11/19 （勤労会館）

　　　第２群（技能群）  2/5 （勤労会館）

　　　第３群（屋内作業群）  2/1 （勤労会館）

　　　第４群（屋外作業群）  2/29 （勤労会館）

　　　第５群（実務指導群）  11/26 （本部事務所）

　　　第６群（生活支援群）  10/16、11/27 （勤労会館）

　・職群班会議

　　　営繕班  9/29 （青少年ホーム）

　　　筆耕班  11/11 （本部事務所）

　　　除草班  12/3 （勤労会館）

（６）普及啓発活動

　・理事等による事業所等訪問 10/21～11/13（賛助会員協賛依頼及び就業開拓）

計93件

　・就業機会創出員による就業開拓活動  4月=114件、5月=130件、6月=181件、7月=192件、

 8月=188件、9月=205件、10月=196件、11月=195件、

 12月=222件、1月=210件、2月=197件、3月=237件

　・市報くまがや記事掲載  4月号 （会員募集、パソコン教室）

 7月号 （夏休みおさらい教室）

 11月号 （会員募集、冬休みおさらい教室）

 2月号 （春休み、年間おさらい教室）

　・ＰＲチラシの全戸配布（市報同時配布）  1月号 （会員募集、受注促進）

　・熊谷市産業祭出店  11/21～22 （熊谷スポーツ文化公園）

項　　　　　目 実　　施　　日　　等

項　　　　　目 実　　施　　日　　等

計2,267件



（７）研修事業等

　・新入会員研修（１２回）  4/14、5/12、6/9、7/14、8/11、9/8、10/13、

 11/10、12/8、1/12、2/9、3/8

　・生活支援群オリエンテーション（１２回）  4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16、10/21、

 11/18、12/16、1/20、2/17、3/16

　・生活支援群研修

　　　掃除・片付研修（２回）  5/18 （妻沼地内）

 10/19 （青少年ホーム）

　　　料理勉強会（３回）  4/2 （青少年ホーム）

 6/19 （青少年ホーム）

 9/18 （青少年ホーム）

　　　子育て勉強会（３回）  6/16 （本部事務所）

 11/12 （青少年ホーム）

 3/9 （本部事務所）

　　　 埼シ連 福祉・家事援助サービスコーディネーター  6/5～8/11 （県民活動総合センター）

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後継者育成講座

　・技能研修

　　　見積り研修（２回） 除草  1/19 （大里ふれあいセンター）

営繕  1/21 （本部事務所）

　　　表具研修（障子）（１回）  2/25～26 （大里ふれあいセンター）

　　　植木の手入れ研修（１回）  3/1～4 （熊谷運動公園）

　・その他の研修

　　　リーダー研修（１回）  5/22 （勤労会館）

　　　接遇研修（１回）  9/15 （勤労会館）

　　　会員視察研修（１回）  10/8 （東京都）

　　　救命講習（１回）　※普通救命講習１  11/30 （勤労会館）

項　　　　　目 実　　施　　日　　等



（８）その他の活動

　・入会説明会

　　　本部事務所（１２回）  4/10、5/8、6/12、7/10、8/14、9/11、10/9、

 11/13、12/11、1/8、2/12、3/11

　　　妻沼事務所（１２回）  4/8、5/13、6/10、7/8、8/12、9/9、10/14、

 11/11、12/9、1/13、2/10、3/9

　・入会受付

　　　本部事務所（１２回）  4/17、5/15、6/19、7/17、8/21、9/18、10/16、

 11/20、12/18、1/15、2/19、3/18

　　　妻沼事務所（１２回）  4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16、10/21、

 11/18、12/16、1/20、2/17、3/16

　・ボランティア活動

　　　本部事務所 1、4地区  7/22 （コミュニティひろば/清掃）

　　　　　〃 2、3地区  7/23 （コミュニティひろば/清掃）

　　　　　〃 5、6、7地区  7/24 （別府沼公園/除草・清掃）

　　　大里事務所 8地区  7/13 （吉岡幼稚園ほか/除草・清掃）

　　　妻沼事務所 9、10地区  5/23 （妻沼行政センター/清掃）

　　　　　〃  11/14 （妻沼聖天山/清掃）

　　　江南事務所 11地区  7/18 （平山家住宅/除草・清掃）

項　　　　　目 実　　施　　日　　等


