


また、社会からの要請もあり、就業方法は請負だけでなく人材派遣も可能となり多様な働き方が可能となりました
現在、国を挙げて高齢者の活躍に期待が寄せられています
港区シルバー人材センターは、そのような社会の期待に応え、地域の高齢者が地域で活躍し、地域に貢献できるような
就業が提供できるよう、これからも変化していかなければなりません
これまでの40年間の蓄積をもとに、惑わず次の10年へのステップを踏み出します

 
４⃝挨拶…竹下　邦彦
　　祝辞…武井　雅昭
　　　　　池田　こうじ
　　　　　笹沼　正一

６⃝記念式典・アトラクション

８⃝仕事別現場紹介
　　〈働く現場紹介〉

リサイクル自転車／自転車駐車場管理／増上寺宝物展
示室受付／試験監督／いきいきプラザ受付／有栖川宮
記念公園清掃／エキストラ／ソーイングサービス／植
木剪定・除草／襖・障子張替え／リビングサービス／
家事援助サービス／パソコン・スマートフォン教室／
学校開放業務／日比谷音楽堂コンサート設営／カルチ
ャー講座／筆耕・宛名書き／シルバーパス・コミュニ
ティバス一斉更新事務業務

　　〈この10年間で増えた仕事〉
児童登下校誘導／ガイド倶楽部／選挙事務／区民協働
スペース受付／買い物支援サービス／パソコン出張サ
ービス

16⃝ボランティア活動の紹介

18⃝地域班の紹介
　　新橋・愛宕／大門／芝／芝浦海岸通り／港南／台場
　　高輪／白金台／白金／三田／六本木／南麻布
　　麻布中央／西麻布／南青山／北青山／赤坂

27⃝活動いろいろ
28⃝40年のあゆみ
32⃝会員数と事業実績
34⃝歴代役員一覧
35⃝役員・事務局紹介
36⃝シルバー人材センター組織図
37⃝あとがき

昭和53年10月に「港区高齢者事業団」として産声をあげてから40年
港区シルバー人材センターは不惑の年を迎えました
この40年の間にシルバー人材センターは時代の流れに対応し、変化を遂げてきました
当初任意団体だった組織は基盤を強化するため法人化され、さらに公益社団法人となり社会的信用が
得られるようになりました



はばたく⃝挨拶・祝辞
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　この度、港区シルバー人材センターはめでたく

設立40周年を迎えることができました。これはひ

とえに港区、港区議会、東京しごと財団をはじめ

多くの関係各位のご支援の賜物と深く感謝申し上

げます。

　また、これまでセンターを運営していただいた

歴代役員、各委員会の委員、地域班役員の皆さん

や多くの先輩会員のご尽力のうえに今があること

を心から感謝したいと思います。

　我が国は高齢化が進み、健康寿命も伸び、社会

の在り方や働き方が大きく変化してきています。

地域で働くことにより生涯現役を目指し、地域共

生社会の一員として、諸先輩から受けたバトンを

次へしっかりと繋ぐ役割を果たしていきましょう。

　センター運営のビジョンや方針は不変であり継

続していくことが大切です。時代の要請を受け入

れつつそのプロセスや手段を進化させ変化してい

くことがセンター理念を順守し実現することに繋

がると信じています。

　シルバー人材センター事業の創設者で、その理

念を提唱された元東大総長の大河内一男先生の色

紙にこうあります。

「喜寿不足祝傘賀未青春」〔喜寿祝うに足らず傘賀

いまだ青春〕

　公益社団法人港区シルバー人材センター設立40

周年を心よりお祝い申し上げます。

　このたび40年の節目を迎え、シルバー人材セン

ター事業に携わる役職員の皆様、会員の皆様には、

感慨もひとしおのことと存じます。　

　シルバー人材センター事業は、昭和49年に東京

都で発足し、現在では都内58センター全体で約

８万２千人の会員を擁する大きな事業に発展して

参りました。

　その中で、貴シルバー人材センターは、昭和53

年の設立以来、会員数を着実に伸ばし、約1,630人

まで拡大し、また、年間の契約金額は、７億４千

500万円を超えるなど、大きな発展を遂げられ、

着実に実績を重ねられております。

　これも会員の皆様をはじめ、理事・役職員と関

係者の皆様による日頃からのご努力の賜物と深く

敬意を表する次第であります。

　私達、東京都シルバー人材センター連合としま

しても、引き続き皆様と一体となり、事業の拡充・

発展に努めて参りたいと思います。

　結びに、会員の皆様はじめ関係各位の益々のご

健勝と、貴シルバー人材センターの一層の発展を

心より祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせて

いただきます。

公益財団法人
東京しごと財団　

理事長　笹沼 正一

公益社団法人
港区シルバー人材センター

会長　竹下 邦彦
名誉会長・港区長

武井 雅昭
港区議会議長

池田 こうじ

　公益社団法人港区シルバー人材センター設立40

周年、誠におめでとうございます。心からお祝い

申し上げます。

　港区シルバー人材センターは、昭和53年の設立

以来、高齢者が長年培ってこられた知識や経験、

技術を生かした様々なサービスの提供により、地

域社会の活性化や地域福祉の増進、就業を通じた

高齢者のいきがいづくりに大きく貢献されていま

す。

　歴代会長や役員、会員、並びに事務局、関係機

関の皆様の長年にわたる熱意とご努力に対しまし

て、心から敬意を表し、深く感謝申し上げます。

　区は、人生100年時代と言われる中にあって、

働く意欲のある高齢者がいきいきと働き、社会を

支える一員として活躍し続けられるよう、今後と

も、港区シルバー人材センターの活動を支援して

まいります。

　結びに、公益社団法人港区シルバー人材センタ

ーの益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご活躍

を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉といた

します。

　公益社団法人港区シルバー人材センター設立40

周年、誠におめでとうございます。心からお祝い

を申し上げます。

　港区シルバー人材センターは、昭和53年10月の

設立以来、現在1,630名以上の会員の皆様が、い

きいきと活動する団体に発展されました。

　40年の長きにわたり、高齢者の活躍の場を数多

くご提供いただき、生きがいづくりや地域福祉の

増進に多大なるご尽力をいただきましたことに、

心より感謝と敬意を申し上げます。

　人生100年時代を迎え、誰もが社会の一員とし

て貢献できる喜びと生きがいを持ち、歳を重ねる

ほどに幸せと尊厳に溢れる社会こそが、真の長寿

社会といえるのではないでしょうか。

　人生の先輩である会員の皆様の豊かな経験と知

識は、港区の貴重な財産です。

　今後も、全ての高齢者が地域で安心して元気に

暮らせる港区の実現のために、港区議会は議員一

丸となって取り組んでまいります。

　結びにあたり、港区シルバー人材センターが、

高齢者の活躍の拠点として益々発展されますこと

を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

港区シルバー人材センター
設立40周年に寄せて

港区シルバー人材センター
設立40周年を祝して 設立40周年によせて多くの感謝を込めて
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平成30年度定時総会  設立40周年記念式典
～平成30年6月27日・赤坂区民ホール～

平成30年度定時総会・設立40周年記念式典の様子

ご来賓の皆様

竹下邦彦会長　挨拶 武井雅昭名誉会長・港区長
祝辞

池田こうじ港区議長　祝辞 所 治彦常務理事
40周年基調報告

赤坂消防署による防火防災のお話

東京消防庁音楽隊による記念コンサート　日比谷野外小音楽堂で毎週行われる「金曜コンサート」の会場設営準備を長年にわたり受託しています

会員・一般区民・元役職員を含め300人を超える
参加がありました

会場は大盛り上がり２度目のアンコール

風間章由副会長による閉会の挨拶

長年就業に携わっていた
末友栄一会員から花束贈呈
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仕事別現場紹介はばたく⃝

増上寺宝物展示室・墓所受付

自転車駐車場

リサイクル自転車の作成・販売

　自転車駐車場の管理は港区から平成12年に受託
したのが始まりで、現在は約110人が10ヶ所の受
付・案内業務を行っています。
　平成30年４月に新しく出来た白金台自転車駐車
場は、東京大学医科学研究所付属病院の隣の「ゆ
かしの杜」にあります。ここには281台の駐輪が
可能であり、13人が３交代で朝７時から夜９時30
分まで就業しています。屋外の施設なので夏の暑
さ対策や春の強風対策に大変気を遣うそうです。
これから初めて迎える冬の寒さ対策もあります

　宝物展示室と徳川家将軍の墓所でお客様の受
付・応対・チケットの販売を12人が２交代制で行
っています。
　平成27年の４月からセンターならではの、親切・
丁寧なおもてなしや豊富な経験を活かしたお客様
への対応力をかわれて、展示室と墓所で仕事をい
ただきました。オリンピックに向かって益々増え
る外国人観光客の案内にもチームプレーで力を入
れていきたいと思っています。多い日には、1000
人もの方がいらっしゃいますので、参拝者の方々
に喜んでもらえる接遇に努力しています。

が、利用者の方に便利で愛される存在になるよう
目指しています。

 元麻布の自転車工房では、熟練した４人が冨田
リーダーを中心に一貫体制で自転車の再生に取り
組んでいます。
　この事業の特徴は放置回収された自転車の部分
的な調整ではなく、自転車を一度完全に分解して
全ての部品を丁寧に点検してから完成車に仕上
げており、すでに累計5,800台を再生しています。
月に１度の販売会は大人気でスポーツタイプの稀
少車種には５倍以上の購入希望が入ります。点検
修理作業は通常行っていませんが、こちらで購入
した方に限りアフターサービスを実施しています。

各種資格試験の試験監督

いきいきプラザ受付管理

公園清掃

　平成11年から各種検定試験の試験監督業務を受
託しました。約150人が業務登録をしており、発
注件数は増加傾向にあります。
　業務内容は会場本部と試験教室の設営から始ま
り、受験者の誘導案内や試験に伴う注意事項のア
ナウンス、試験問題と解答用紙の配布と回収など
があります。タイムテーブルに沿って進行するの
ですが、マニュアルに書いてあることを確実に行
うことが要求されます。どの仕事にも言えること
ですが、遅刻厳禁、時間に正確でないと務まらな
い業務です。キャリアアップ・スキルアップを目

指す受験者に快適な受験環境を整えることが求め
られます。

　公園清掃の業務は全体で約100人が50の班に分
かれて区内の公園で就業しています。有栖川宮記
念公園では20人がローテーションで業務について
います。
　広大な園内をA、B、Cの３エリアに分けて１
日９名で午前８時45分から11時45分までの３時間
業務です。お揃いのブルーのポロシャツで清掃作
業とビンやカンなどの回収を行います。きれいに
なった公園に、近所のお年寄りや小さな子どもを
連れた家族連れが楽しそうに散歩をする姿を見る
と就業の疲れも癒されます。

　平成12年から始まり現在15ヶ所で64人が就業し
ており、来館する皆様に親切で分かり易く笑顔で
応対するよう心掛けています。主な業務は施設の
管理で、様々な利用者をお迎えする準備を行って
います。また、入浴の順番を決めたり施設の利用
スケジュールの管理等も行います。保育園や児童
館が併設されている施設もあるので、まずは笑顔
で元気にご挨拶。子供達との交流はとても癒され
ています。80代90代の大先輩から見ると我々はま
だまだ駆け出し、ひよっこに見えるようです。健
康に気を付けて緊張感・責任感を持って日々元気
に働いています。
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はばたく⃝はばたく⃝仕事別現場紹介／働く現場紹介

エキストラ業務 襖・障子張替え

ソーイングサービス リビングサービス

植木剪定・除草 家事援助サービス

　襖・障子の張り替えを行っています。ご利用にな
る方からお電話を頂いた後、下見に伺い、柄の選定、
見積提示、納期日の確認を取ってから契約となりま
す。張り替え作業はセンター作業室で行いますので、
襖・障子は一旦お預りして、張り替え後に納品しま
す。近頃は和室のある家が少なくなったとはいえ、
年末に近づくと依頼が殺到します。現在２人で就業
していますが、後継者不足が最大の悩みです。技術
を要する仕事ですが充分な研修を受けてからのスタ
ートとなりますから、興味をもってやってみようと
いう会員が増える事を期待しています。

　家庭内の掃除、食事の支度、洗濯、買い物など
を行います。現在約80人が家事援助の仕事に登録
しています。高齢者の方、障害のある方、母子・
父子家庭の方と優先順位を決めてお請けしていま
すが、共働きをしながら子育てをしている方から
の依頼も多く、応援するようお請けしています。
なかなか依頼に応えられない状態ですので、家事
援助サービスの会員が増えることを願っていると
ころです。親切丁寧にすることにより、ご利用す
る方々から感謝されることが張り合いになり楽し
く就業しています。

　３年ほど前から新たにエキストラ業務の募集を
行い、90人が登録しています。会員は撮影内容に
応じて、小物などにも気を配り自前で衣装を用意
します。コーディネートは色々と難しいので、「セ
ンターにも対応できるスタイリストがいてくれる
とありがたい」と出演者の芝﨑さん。
　平成29年度には、パパイヤ鈴木さんが出演する

「高齢者の消費者被害防止動画（東京都企画）」に、
エキストラとして参加し、都内の街頭ビジョンや
インターネットなどで配信されました。どんな役
柄にもチャレンジする多彩なシニアタレント陣が
ご依頼をお待ちしています。

　現役時代に紳士服のオーダースーツを手掛けていた
り縫製などに経験を重ね、優れた技能を持つ５人が週
に３回、センター内の作業所でお直しの注文を受けて
います。リフォームの注文はズボンの丈直しとスカー
トのウエスト直しが多く、会員は品物を持参した依頼
者と向き合い、要望を伺う一方で提案もして、丁寧に
仕上げます。今は安くてそれなりに良い服もたくさん
出回っていますが、クローゼットに長くしまいこんだ
ままの洋服や、思い出がたくさん詰まった衣類をリメ
イクするお客様のためにも、洋服づくりを一緒にして
くださる会員の参加をお待ちしています。

　平成30年度の植木班員は女性も含め28人で10年
前の15人から倍増しております。経歴も様々な会
員が研修を受けて技術を身につけ就業しています。
他所のシルバー人材センターでも植木は人気の仕
事で、お客様からの発注も年々増加しています。
　チームは剪定が５班、除草は３班で構成されて
いますが、仕事の規模に合わせて人員の組み換え
を行い、班員の交流を促しています。屋外作業が
中心ですので、酷暑の時には熱中症予防の声かけ
をして水分補給や安全確認に注意しています。し
っかりと汗を流した後の「あの一杯」がたまりま
せん。

　リビングサービスは５人で就業しています。
　仕事は室内の模様替え、木製雨戸や玄関扉の修
理、電球の取替などの大工仕事をすることから始
まり、港区の家具転倒防止対策等促進事業に伴う
家具転倒防止器具の設置作業も行っています。
　最近では、マンション1棟全ての網戸を同じ色
の網で交換を行ったりもしています。
　ダイニングやリビングの椅子の修繕や張替えな
ども積極的に受け付けております。
　リビングサービスの工房には多種多様な機材が
揃っていますので、お客様からの要望を丁寧に聞
き、細やかな対応を心掛けています。
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はばたく⃝はばたく⃝仕事別現場紹介／働く現場紹介

スマートフォン・パソコン教室 学校施設開放管理業務

カルチャー講座 日比谷音楽堂コンサート設営

筆耕・宛名書き シルバーパス・コミュニティバス一斉更新事務業務

　港区では公共施設を有効活用する事を目的に、平成６年
から区内の小・中学校の施設を地域住民を中心に開放しま
した。
　センターでは平成16年頃から管理運営の委託を受け、校
舎の玄関施錠や校庭・体育館・武道場などをスポーツ活動
の場として管理しています。
　現在は、港区全域の小・中学校28校に総勢約80人が就業
しています。男女の比率は女性が３分の１で最近は女性の
登録が増えています。
  「就業者の皆さんは、教職員や利用者の方々から感謝の言
葉を頂くと夜の就業にも元気が出ます」と話してくれました。

　毎年９月に実施される東京都シルバーパスの発
行事務は、各支所と田町交通ビルの６ヶ所の会場
で行われます。業務内容は、「会場案内・誘導業
務」、「申請書確認・受付業務」、「パス券記名業務」
の３段階に分かれて行います。
　書類が揃っていないと受付ができないので、申
請書の確認などお客様への丁寧な説明が求められ
ます。相手の立場に立って対応する上で同世代の
シルバー会員であることは大きな強みと言えそう
です。障害のあるお客様も来られるので、接遇が
より大事になります。

　平成になって私たちの暮らしを大きく変えた携
帯電話やネット社会。センター創立30周年の頃、
スマートフォンのiPhoneが発売されてから早10
年が経ちました。
　広尾駅４番出口の真上にある「みなとふれあい
館」や「いきいきプラザ」等でPC・スマホ関連
の講座をシルバー会員の熟練講師が平成13年から
親切・丁寧に指導しています。個人レッスンや訪
問レッスンなどのプログラムも豊富で、初心者か
ら上級者まで年代を問わずどなたにもぴったりな
講座が見つかります。創立50周年時、ネット社会
はどんな進化を遂げているのでしょうか。

　みなとふれあい館でシルバー人材センターが運
営する「カルチャー講座」が開催されています。
長年培ってきた豊かな知識や技能を生かしたセン
ターの会員が講師を務め、地域の方にも参加して
いただける生涯学習の場を目的としています。ダ
ンスや舞踊、語学、美術、文芸、囲碁など趣味の
教室を開講中ですが、サルサダンス教室では受講
生がリズムに合わせて軽々とステップを踏んでい
ます。「ラテンのリズムを聴くと、陽気に生きら
れそうな気がしませんか?」と宮澤緑講師（前列
右）。

　日比谷公園での都民コンサートは昭和24年に始
まりました。４月から10月の毎週水曜日に警視庁、
金曜日に消防庁の音楽隊が正午から13時まで演奏
会を開催しています。
　20年以上前から就業を通じて両コンサートの運
営に係わってきました。開催当日の午前９時から
会場内の清掃を行い、入場受付から終了後の整備
までを担当しています。会場はビジネス街からの
来場者で満員です。中には長年通い続けているフ
ァンも多く、スタッフに気軽に挨拶をしてくれま
す。公園の緑の中で健康に仕事ができる事に大変
喜びを感じます。

　主な仕事は硬筆毛筆の宛名書き・賞状全文及
び部分書き・式辞弔辞の毛筆書き等で一般家庭
や企業・公共機関から依頼を請け、現在８人が
就業しています。知識や経験を活かし得意な分
野で取り組んでいます。この仕事はただ書けば
良いだけでは無く技術がとても必要になります
ので、講師の先生を招いて勉強会を開き、更な
る技術の向上を目指して会員皆が頑張っていま
す。港区の公立小中学校からの卒業証書をお請
けする年度末は特に忙しいのですが、それが張
り合いにもなっています。現在、筆耕会員の少
ないことが悩みです。
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仕事別現場紹介
はばたく⃝はばたく⃝

選挙事務

ガイド倶楽部

児童登下校誘導

　平成28年度からセンターは労働者派遣事業を開
始し、港区選挙管理委員会から、会員への就業支
援を目的として初めて派遣の仕事を受注しました。
今まで、参院選を皮切りに都知事選、区議選、区長
選を受託し、現在は約150人が登録しています。
　各地区総合支所に設置された期日前投票所で、
入場整理券を持参する選挙人に対し、案内誘導、
投票用紙交付、名簿対照の業務を行います。就業
を通じてセンターの認知度アップに貢献し、区か
らの信頼に応えることができたのは大きな収穫で
した。

　年間20回以上実施しているガイド事業は12人が
就業し、７年目に入りました。これまでの経験や
足で歩いて見つけた楽しいコースを考えています。
　ガイド倶楽部は、港区の道案内人を目指してい
ます。港区には名所旧跡が数多くあり、現在まで
に35コース以上を企画しました。参加者は延1,300
人を超え、区民だけでなく近県からも参加される
方がいます。散策後の美味しいランチも好評です。
さらに平成27年度から「みなとふれあい館」のカ
ルチャー講座で、座学と歩学で港区の魅力を発信

しておりこちらも好評です。「港区をもっと知ろ
う」をコンセプトにメンバーは、今日も新しいコ
ースの企画を考えています。皆様のご参加をお待
ちしています。

　小学生の登下校時の安全を見守る仕事が、港区
の全小学校で平成23年からスタートしました。「地
域の子どもは地域の高齢者が守る」という信念の
もと、現在約160人が就業しています。
　地域社会に貢献する仕事ですが、長く就業して
いると小学１年生で入学した児童が小学６年生と
なり、卒業するまでの成長を見届けられることも
喜びのひとつです。猛暑での炎天下、雨・雪の極
寒でも児童が学校に行く日は業務が発生します
が、子どもとふれあい、子どもの成長を見るのが
楽しくて、皆さんこの仕事に従事しています。

区民協働スペース受付管理

買い物支援サービス

パソコン出張サービス

　地域コミュニティとして開設された区民協働スペ―
ス。会議室の利用対象は地域のために活動する団体や町
会、自治会などに限られ、施設予約手続は各地区総合支
所が行っています。
　業務内容は受付と管理。機械警備が入っているので開
錠・施錠や電源の点検などに神経を使います。７人体制
での就業が始まって2019年３月で５年を迎えますが、就
業する時は一人なので交代時には会員の引き継ぎを確認
し合い、間違いを起こさないように連絡を密にしていま
す。利用団体や情況に応じた様々な対応に気を使うこと
はありますが、それ故に達成感を感じて就業しています。

　パソコンを買ったけどネットやプリンターにど
う繋げるのかわからない、データを自分で移し替
えられないなどの問題を解決するサービス。お客
様の要望は多岐にわたり、高度なスキルを必要と
する出張パソコン部隊は今後の「みなとふれあい
館」における重要な基盤となっています。
　高齢者にとっての今後のICT社会を考えると、
センターの役割は重要であり、情報インフラで
あるPC出張サポートの意義は大きいと感じます。
将来はパソコン・スマホ・タブレットなどを使っ
た高齢者のサロンを数多く展開していき、高齢者

　芝地区総合支所が独自で行う事業をセンタ
ーが請け負っています。近所に日用品のお店
が少ない、重い物を運ぶことが出来ないなど
買い物に困っているひとり暮らしの高齢者
や、高齢者世帯に買い物支援サービスを行っ
ています。虎ノ門いきいきプラザ・神明いき
いきプラザで、毎週水曜日11時から14時まで
の間の就業です。運営管理全般を行う会員が
２人と６人の販売担当会員が携わり、高齢者
の方が引きこもりにならないよう笑顔で声か
けをしながら、コミュニケーションをとり楽
しく仕事をしています。

がICTを便利に使いこなせる道しるべになること
を目標としています。
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はばたく⃝

振り込め詐欺撲滅キャンペーン 毎月初日はカフェ「いっぷく」 シルバーコーラス練習風景

ボランティア伝承遊び 桜川特養ホームコーラスボランティア 朝日児童館でのハモニカボランティア（港区共催）

介護予防フェスティバルコーラスボランティア タオルの寄付（サンサン赤坂さんへ）

街・道案内ボランティア

花壇コンクール入賞 花壇ボランティア
高輪班アドプト花壇ボランティア

白金の森コーラスボランティア

区民まつりコーラスボランティア
白金台班清掃ボランティア

ガマの油 ギター演奏 紙きり

白金班清掃ボランティア

区民まつり清掃ボランティア

シルバー感謝デー

東京マラソンボランティア

地域交流カフェ

有栖川宮記念公園

就業だけでなく様々なボランティア活動を積極的に行っています。

MINATOシティハーフマラソン2018
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人びとが選手に応援を送っています。平成最後の
12月に行われた第１回「MINATOシティハーフ
マラソン」においても同様の賑わいをみせ、地域
の活性化の一助となったと思っています。

　班長から一言　
　年２回の地域班会議、10月末に行われる
シルバー感謝デーの他、芝班独自に区が後
援している「芝地区クリーンキャンペーン」
に平成28年２月から参加しています。多く
の会員に参加して頂けるよう５人の副班長
が役割分担し、参加率向上を目指して頑張
っています。

班　長：野口　泰昭
副班長：藤井　陽江、白波瀬　悦子、高山　栄子

班　長：川井　靖詔
副班長：鹿島　健生、中島　正一、甘利　幸夫

班　長：土田　富美子
副班長：日下部　明、上原　正三、高梨　英野、
　　　　鮫島　清、原嶋　清吉

大門地域班

新橋・愛宕地域班 芝地域班

海と空と陸の交通に恵まれた環境です。一方、昼
夜間の人口差が大きく人口（３千所帯）が極端に
少ない地域です。

　班長から一言　
　会員の懇親の場として地域班会議に力をいれて
います。就業会員の連絡会議といった固いイメー
ジを思い浮かべるかもしれませんが、就業を卒業
した方のために社会奉仕活動（コーラス、無料カ
フェ等）の紹介や、初めて参加する方にも楽しめ
るように港区や消費者センターの出前講座も積極
的に活用しています。平均年齢が高い割に就業率
は維持しています。

代の西久保八幡貝塚、平安時代は烏森神社、江戸
時代は愛宕神社・虎ノ門金刀比羅宮・遠山金四郎
屋敷跡、明治になると新橋停留所や東京慈恵会医
科大学病院など名所旧跡があり、新虎通りが完成
すると2020年の東京オリンピックで各競技場をつ
なぐ大動脈となる予定です。

　班長から一言　
　新橋・愛宕・虎ノ門は商業地域として発達した
ため人口は少なく、地域班の中でもいちばん会員
数の少ない班です。新橋・虎ノ門再開発で街も大
きく変貌をとげました。虎の門の「巴町砂場」は
天保10年創業の老舗蕎麦店です。

会員数
合計35人
平均年齢
74.6歳

男性
20人

女性
15人

男性
11人女性

13人

会員数
合計24人
平均年齢
76.3歳

男性
62人

女性
53人

会員数
合計115人
平均年齢
73.4歳

　地域の特徴
　大門班は芝公園地区（港区役所、慶大薬学部、
東京タワー、増上寺、芝大神宮、日赤本社等）と
海岸地区（芝離宮、四季劇場、竹芝ふ頭等）と浜
松町･大門地区（商業施設と住宅が混在）より構成。
風致地区（公園、スポーツ施設、図書館、ホテル
が混在）と東京湾に囲まれ自然と文化や歴史及び

　地域の特徴
　この地域は徳川家康入府（17世紀）の頃は愛宕
山を除いて湿地帯でしたが、江戸幕府開幕後、三
大将軍家光の代に至るまで続いた「天下普請」に
より汐留辺りまで埋立地が完成しました。縄文時

　地域の特徴
　芝地域は、１丁目から５丁目で構成され、三方
をJR山手線、古川、桜田通りに接し中央を日比
谷通り、第一京浜が通るアクセスの良い地域です。

「東京マラソン」では日比谷通りの沿道に多くの

（会員データは平成30年３月31日現在のものです）

北青山班

南青山班

赤坂班

西麻布班
六本木班

麻布中央班

南麻布班

新橋・愛宕班

大門班

芝班三田班

白金班

白金台班

高輪班

芝浦海岸通班

港南班

台場班

　地域班は、センターからの情報を伝達し、会員の要望
を収集するなどセンターと会員との意見交換・親睦交流
の場です。
　センター事業を地域の同世代の人々に紹介し、共に参
加することを呼びかけていくセンターの「根っこ」となる
ものです。この地域班がいかに活力を持って活動してい
くかがセンターにとって重要になってきます。
　現在17班に分けて組織しており、班長、副班長中心に
連携を図りながら班活動を行っております。各17の地域
班を紹介します。
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ており、2020年のオリンピックに合わせて40年ぶ
りに山手線に新駅が誕生します。
　また、来年は、退位された今上天皇陛下が旧高

松宮邸にしばらく住まわれることも
あり、高松くすのき公園周辺などの
アドプトプログラムに参加されてい
る皆様のますますの活躍が期待され
ています。

　班長から一言
　今後も、班会員全員のパワーと英
知と笑顔を集めて、50周年に向けて
活動してゆきたいと思っております。

通局の都電の跡地です。夏になると祭りも沢山開
催され、夕方になると夏の風物詩屋形船で東京湾
が賑わう風情豊かな地域でもあります。芝浦地区
はタワーマンションが開発され、若い世代の人口
が増えて、そのため小学校の校舎が足りずに新校

舎を建設する予定です。

　班長から一言　
　会員相互の親睦を兼ねて年２回の地域
班会議を開催しています。班長を仰せつ
かって５年になります。今後も皆さんの
協力を頂き班の運営に努力したいと思い
ます。

はばたく⃝地域班の紹介

班　長：門脇　正輝　　副班長：福岡　哲郎班　長：木村　進
副班長：加賀　和子、髙橋　トシ子、木村　勝夫

班　長：梅岡　努
副班長：山村　美代子、髙田　眞子、
　　　　田中　あけみ、井原　祐三

班　長：山本　恵美子
副班長：兼子　倫子、石井　顕子、
　　　　宮前　陽子、隅田　正子

台場地域班芝浦海岸通地域班

港南地域班 高輪地域班

力を入れています。ボランティア活動は健康維持
にもつながりますので、家に引きこもることなく
積極的に活動に参加しています。センターからの
いろいろな情報発信を楽しみにしています。

　班長から一言　
　台場班は少人数なので、もっと多くの方に加入し
ていただきたいと思っています。地理的に中心部か
ら遠く時間と交通費がかかりますので、台場の中に
仕事があれば就業率が増えてくると考えています。
今春、登下校誘導業務においてお台場学園にかわ
いい小学校１年生が多数入りました。賑やかさを楽
しみながら台場の将来にも期待したいと思います。

ました。人口も16年前の４倍の２万人余りとなり、
昼間の人口は９万人に達しています。運河沿いに
は遊歩道があり、水面に映える季節ごとの花々や
風景が喜びと安らぎを与えてくれます。東京海洋
大学をはじめ教育文化施設なども充実しています。

　班長から一言　
　２年後に山手線の新駅、９年後にはリニ
ア新幹線も開業となり、品川駅周辺は日本
の玄関口になると言われています。このよ
うな環境に住む我々港南班員は誇りを持
ち、様々な機会を通じて融和協調に努め、
健康で事故なく職責を全うする所存です。

男性
9人

女性
18人

会員数
合計27人
平均年齢
73.3歳

男性
96人

女性
76人

会員数
合計172人
平均年齢
73.9歳

男性
75人

女性
76人

会員数
合計151人
平均年齢
74.4歳

男性
94人女性

103人

会員数
合計197人
平均年齢
74.6歳

　地域の特徴
　２年後の2020オリンピック・パラリンピックに
向かって少々騒々しくなってきました。競技施設
の造成整備、公共施設の改造及び海外から観光旅
行者のためのクルーズ客船用ターミナルビルが台
場の海に建設中です。その他に地方の高校生、中
学生の修学旅行、観光客で台場は大変賑わってい
るところです。この地域はボランティア活動にも

　地域の特徴
　この地域は、埋立地のため運河に囲まれていま
す。春先は運河沿いにサクラの花が咲き、あちら
こちらで花見をする人達が見受けられます。また、
この地域は芝浦からお台場を繋ぐレインボーブリ
ッジがあり、現在の埠頭少年野球場はプロ野球チ
ーム発祥の地、さらに芝浦アイランドは東京都交

　地域の特徴
　港南地域班は、港南地域の１丁目から５丁目ま
でが範囲で、４つの運河と９つの橋で結ばれていま
す。東海道新幹線の品川駅開業に伴い港南口の開
発が一気に加速し、タワーマンションや多くの企
業が相次いで進出してビジネスタウンへと変貌し

　地域の特徴
　高輪地区は１丁目から４丁目までで構成されて
います。現在、泉岳寺の向かい側にJR「高輪ゲ
ートウェイ」駅とビジネス施設の開発が進められ
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はばたく⃝地域班の紹介

班　長：増間　碌郎
副班長：羽野　英孝、菊地　陽子、
　　　　鈴木　俊郎、松田　孝

班　長：木原　杳
副班長：小紫　陽子、青木　伸子、澤田　豊正

班　長：三浦　雅美
副班長：横山　誠吉、平尾　隆幸、
　　　　前原　秀明、髙津　夢子

班　長：芝﨑　義則
副班長：足立　徳子、本田　親次郎

三田地域班白金台地域班

白金地域班 六本木地域班

寺町もあり、地元商店会では寺めぐりスタンプラ
リーイベントも行われています。空襲の被害を免
れた町並みと、幹線道路沿いに建つビル群が混在
する街です。現在再開発の動きもありますが、お
祭りやお花見など町会活動も活発に行われている
地域です。

　班長から一言　
　会員は17班中５番目以内に入る大所帯です。男
女比はほぼ同数。最高齢は90歳。会員同志の交流
懇親はなかなか難しいですが、年２回の班会議とシ
ルバー感謝デーには多くの会員に参加して頂き感
謝しています。ご協力よろしくお願いいたします。

い緑の閑静な住宅地です。人気のプラチナ通りは、
晩秋になると通りの両側の銀杏並木が黄金色の絨
毯を作り、多くの人が見物に足を運び、沿道に立
ち並ぶレストランからも景色を楽しんでいます。

　班長から一言　
　班会議は、会員がセンターへ意見・希
望を伝える大切な機会ですので、同じ地
域に所属している会員同士で親睦を図
り、意見交換をおこなって、会員の意思
がセンターに届くように活動していきた
いと思います。また地域ボランティア活
動を大切に考えたいと思います。

テレビ朝日本社、７丁目は国立新美術館等があり、
周辺のアクセスとして千代田線乃木坂駅もあり交
通網に囲まれています。高層ビルやマンション群、
生活に直結した生鮮食料品店舗等が六本木１・３・
７丁目・麻布十番・六本木駅近くの東京ミッドタ
ウンに集結しています。

　班長から一言　
　再開発等により会員登録が増加しています。年
２回の地域班会議・連絡会と感謝デーが活動の中
心ですが、年１回程度の懇親会の場を設けたいと
考えております。会員皆様のご参加をお願いしま
す。

男性
66人女性

78人

会員数
合計144人
平均年齢
73.5歳

男性
49人

女性
43人

会員数
合計92人
平均年齢
72.5歳

男性
68人

女性
63人

会員数
合計131人
平均年齢
73.7歳

男性
17人

女性
27人

会員数
合計44人
平均年齢
74.6歳

　地域の特徴
　三田地域は、１～５丁目まであり、古川の右岸
に位置し、国道１号（桜田通り）が通っています。
地域には江戸時代からの大名屋敷跡や縄文遺跡の
貝塚、竪穴住居跡もあります。また江戸時代の初
めに徳川幕府が多くの寺を集めて計画的に造った

　地域の特徴
　白金台は、桜田通り・目黒通りに沿って高層マ
ンションが立ち並んでいます。大通りから一歩中
に入ると多くの大名屋敷跡があった町で、庭園美
術館・自然教育園・畠山記念館・八芳園・どんぐ
り公園・桜のきれいな白金児童公園等、樹木の多

　地域の特徴
　白金地域は最近大規模な地域開発も落ち着きを
みせて、街の景色は下町情緒も残る場所と山の手
の住宅街がうまく溶けあっています。
　近隣には2015年にノーベル生理学・医学賞受賞の

　地域の特徴
　この地域は、東京メトロ日比谷線・都営地下鉄
大江戸線六本木駅を中心に１丁目のアークヒル
ズ、２丁目のアメリカ大使館宿舎、３丁目はテレ
ビ東京本社、４丁目は俳優座、５丁目は東洋英和
女学院、麻布総合支所、６丁目は六本木ヒルズ、

大村智博士が研究室を置く北里大学と大学病院が
在り、地域医療の要として24時間診療が行われて
います。
　住民は高齢化が進んでいますが、私たちが清掃

就業をしている白高児童遊園・四の橋通児童
遊園・白金一丁目児童遊園・白台児童遊園や
白金台どんぐり児童遊園などでは、幼児を連
れた若い親子連れの姿も見受けられて、少し
ホッとしています。

　班長から一言　
　白金班は安全就業を重点に今後の地域班会
議への参加向上に取り組んでまいります。
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はばたく⃝地域班の紹介

班　長：石井　ふみ
副班長：瀬古　美恵子、福永　寿子、
　　　　加藤　正子、髙島　勇治、上條　博賢

班　長：松井　勝昭
副班長：大場　恵津子、松原　玉枝、佐川 勇夫

班　長：澤田　佳代子
副班長：佐山　壽代、般若　佳世子

班　長：藤田　二郎
副班長：小西　武夫、桝田　秀子、
　　　　平山　昌子、竹下　邦彦

西麻布地域班南麻布地域班

麻布中央地域班 南青山地域班

時代には花街や演芸場・映画館・デパートが作ら
れ、東京でも有数の繁華街になりました。近年ま
で、交通アクセスが悪かったこともあって大人の
隠れ家的なイメージでしたが、平成12年に南北線・

大江戸線が開業したことで、この一帯の利
便性は飛躍的に向上しました。

　班長から一言　
　班会議では、ギター演奏や朗読会それに
折り紙教室など班の役員が知恵を絞って企
画を考えています。会員の方が、就業やボ
ランティア活動を通して充実した日々を過
ごして下さることを願っています。

男性
38人

女性
33人

会員数
合計71人
平均年齢
72.9歳

男性
48人女性

53人

会員数
合計101人
平均年齢
73.2歳

男性
44人女性

55人

会員数
合計99人
平均年齢
72.9歳

男性
44人女性

55人

会員数
合計99人
平均年齢
73.3歳

　地域の特徴
　麻布地区の西端に位置し渋谷区との境の場所で
す。閑静な山の手の高級住宅街としての存在にな
っています。東京オリッピック以降マンションや
ビルが建ち並び、近年では広尾ガーデンヒルズが
建設されて現在の西麻布の街並みとなっていま

　地域の特徴
　南麻布は各国の大使館が多く大使館の街と呼ば
れています。居住者も多く皆さま日本語も上手で
心配ないようです。十番商店街は昔ながらのお店
と今どきのお店が共存する楽しく買い物が出来る
商店街です。有栖川宮記念公園は地元のお年寄り
や保育園児の散策コースです。公園前のインター

　地域の特徴
　麻布中央地域は麻布地域を流れる古川により高
台と低地が形成され、坂道の多い地形となってい
ます。高台は閑静な住宅地で、低地には古くから
職人が移り住んだことから文化が形成されていま
す。アメリカ公使館が善福寺に置かれたり、大正

　地域の特徴
　南青山一丁目から渋谷区と接する南青山七丁目
まで青山通りの南側が「南青山班」です。1964年

の東京五輪以降に町並みが変わりオシャレな街に
変貌しました。外苑前を境に東側には青山霊園や

寺院が多く、表参道周辺の西側は最新の
ファションショップが並び街の雰囲気も
随分と異なります。多様な文化を持つ町
並みをぶらぶらと歩いて楽しむのも一興
です。

　班長から一言　
　街は再び五輪を迎えて其処彼処で工事
が進んでいます。地元民としては落ち着
いた青山の街を守れたらと思うのです
が・・・。

ナショナルマーケットや近くの明治屋さんなど、
土日は外国の方たちを始め若者たちでにぎわい、
珍しい品物もたくさん見ることが出来て楽しみで
す。また寺町としても知られ、有名な方たちのお
墓も多く緑豊かで落ち着いたそんな街です。

　班長から一言　
　南麻布は坂また坂と右も左も坂だらけですが、
会員一同協力して班運営に努めています。高齢者
が多くなってきましたが、90歳の年長さんを先頭
にボランティア活動をはじめとして幅広く就業し
ております。年２回の会合も会員の協力で楽しく
安全第一で事故の無いよう気を付けて頑張ります。

す。六本木通りと外苑西通りが交差する地域には、
有名なレストランや高級感のある飲食店が多く、
小泉元総理とアメリカのブッシュ元大統領が会談
をしたり、ハリウッド映画のロケで利用されたレ
ストランもあります。とにかく一度は訪れてみた
いお店が結構ある地域です。

　班長から一言　
　会員の皆さんは、親切で行動力にあふれていま
す。その上、団結力があり一緒にボランティアな
どの仕事をする事が楽しいです。港区では一番活
気のある地域班だと思っております。皆さん上品
で男性の方も紳士ばかりです。
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賑わっていた商店街も現在はオフイスが入った高
層ビルになり、昼夜の人口差が生じて大きな変貌
を遂げました。この10年で表参道辺りはブランド
品の店舗が増え、ファッションの街として賑わい

を見せています。

　班長から一言　
　班会議等にはできるだけ出席したいと
いう会員さんの意識が高く、コミュニケ
ーションも取れていると思います。会員
の皆様が、明るく元気で、日々の仕事に、
生活に励んでいかれますようにと願って
おります。

はばたく⃝地域班の紹介

班　長：宮本　啓子
副班長：千秋　正子、辺見　世津子、澁谷　厚

班　長：佐久間　和恵
副班長：及川　廣子、神原　清美、森　和虎

北青山地域班

赤坂地域班

「赤坂５丁目再開発計画」によってTBSを中心と
した街創りが進み2003年に「赤坂サカス」の誕生
で「SMAP SHOP」や「赤坂ACTシアター」が
オープンして町の雰囲気も一気に若者の人気スポ
ットへと変貌しました。また、2018年には虎屋本
店の建替えが完成して、店内に「虎屋ギャラリー」
を併設、和菓子に関する情報発信や和菓子教室も
開設され、若い女性から年配の和菓子フアンまで
の幅広い年代層が集まっています。

　班長から一言　
　これからも地域班会などで会員同士の連絡を大
切にしたいと思います。

男性
30人

女性
43人

会員数
合計73人
平均年齢
75.2歳

男性
31人

女性
23人

会員数
合計54人
平均年齢
73.1歳

　地域の特徴
　徳川家康の家臣だった青山家の下屋敷があった
ことから『青山』と言う地名が付いたようです。
昭和39年のオリンピックによって青山通りも拡張
されましたが、路面電車が四方八方に行き交って
いた当時の様子は今も懐かしく思い出されます。

　地域の特徴
　赤坂地域は戦後の早い時期からビルが立ち並
び、その中で料亭などが活況を呈しておりました。
今では料亭も姿を変えて大規模なオフィスビルの
中などに所を移して、営業しています。赤坂は花
街として大人が楽しむ街に発展してきましたが、

作業室

仕事別リーダー会議

選挙事務パソコン事務研修

家事援助コーディネーター・統括業務

運転業務、公園・配布統括、事務補助

区政資料室管理運営業務

みなとふれあい館

派遣事務業務説明会

植木技能講習

区民まつり2018小物グループ

介護予防フェスティバル2018

活動
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はばたく⃝

センター

センター

平成3年4月　ゆうあい南麻布移転の開所式

平成6年11月　シルバーエクスプレス号完成

平成4年11月　労働大臣賞顕賞を港区長に報告

平成10年11月　体力測定事業開始

社会の出来事

社会の出来事

年

年

昭和53年
（1978）

昭和54年
（1979）

昭和55年
（1980）

昭和56年
（1981）
昭和57年
（1982）

昭和58年
（1983）

昭和59年
（1984）

昭和60年
（1985）

昭和61年
（1986）

昭和62年
（1987）

昭和63年
（1988）

平成元年
（1989）
平成２年

（1990）

平成３年
（1991）

平成４年
（1992）

平成５年
（1993）

平成６年
（1994）

平成７年
（1995）

平成８年
（1996）
平成９年

（1997）

「サンシャイン60」開業
日中平和友好条約調印

第２次オイルショック
インベーダーゲーム大流行
共通一次試験スタート

大平首相心筋梗塞で急死
銀座で１億円の落し物
三浦友和・山口百恵結婚

日劇48年の幕を閉じる
スペースシャトル「コロンビア」打ち上げ
ホテル・ニュージャパン火災
東北新幹線・上越新幹線開業
三宅島噴火、東京ディズニーランド開業
大韓航空機撃墜事件
日本海中部沖地震

グリコ森永事件
ロサンゼルス五輪

日航ジャンボ機墜落
つくば科学万博開催
JT・NTT発足

チャールズ皇太子・ダイアナ妃来日
チェルノブイリ原子力発電所事故

国鉄民営化
世界同時株安（ブラックマンデー）
リクルート事件発覚
青函トンネル開通
東京ドームオープン
昭和天皇崩御、消費税３%導入
天安門事件、ベルリンの壁崩壊
秋篠宮さま、紀子さまご成婚
秋山豊寛さん日本人初の宇宙飛行士
湾岸戦争
千代の富士引退
新東京都庁落成

国際平和協力法（PKO）成立
新幹線「のぞみ」登場

皇太子さま雅子さまご結婚
サッカー日本代表ドーハの悲劇･Jリーグ開幕
レインボーブリッジ開通
向井千秋さん日本人初の女性宇宙飛行士
関西国際空港が開港
大江健三郎氏がノーベル文学賞受賞
阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件
ウインドウズ95発売
野茂英雄メジャー挑戦

羽生善治史上初の将棋７冠

消費税５%に引き上げ
山一証券破綻

１月⃝未就業会員実態調査の実施（対象231名）
４月⃝出張相談開始（月２回）
12月⃝英国雇用省事務次官サー・マイケル・クウィン

ラン氏視察

10月⃝港区高齢者事業団（任意団体）設立、会員384名、
職員３名、旧愛宕中学校校舎内に事務所を設置

　　　設立総会（384人虎ノ門ニッショーホール）
12月⃝第１回目配分金支払い（11月分538,605円）
１月⃝地域班整備のための地域別説明会開催（班長、

副班長、連絡員決定）
４月⃝事務所を「芝公園福祉会館」内に設置、移転
１月⃝「みなと事業団だより」第１号創刊（現シルバ

ーニュース）
12月⃝事業が国の施策となり、社団法人シルバー人材

センター港区高齢者事業団に名称変更

４月⃝「都立高校夜間管理業務」開始（10校、実３名）
５月⃝「衛生害虫防除作業」開始（20,000か所）
６月⃝天皇・皇后両陛下（当時皇太子・皇太子妃）作

業室ご視察
９月⃝松竹映画「迷走地図」エキストラ出演（37名就業）
４月⃝区「調査員業務」受託（対象3,000事業所、実

25名就業）
11月⃝発注者意向調査の実施（対象205件）

１月⃝TBSTV、就業状況撮影取材「家庭の問題」
10月⃝10周年感謝特別事業（新橋駅西口広場、花の種

等配布）
３月⃝設立10周年記念式典・祝賀会挙行（ABC会館）
10月⃝みなと区民まつり参加開始
２月⃝東京都高年齢者事業振興財団主催の経験交流大

会で会員発表

８月⃝「就業基本要綱」制定

３月⃝設立15周年記念式典挙行（ABC）会館
11月⃝リビングサービス「シルバーエクスプレス」号

完成。ソーイングサービス事業開始

３月⃝「ワクワクヘルスチェック」（現：就業体力測定）
始まる

４月⃝センター内に ｢会員互助会｣ を設立。（平成23
年度から自主運営）

３月⃝女性会員数が男性会員数を上回り、以降女性会
員の比率が全国的に高いセンターとなる

２月⃝都水道局委託業務「顧客カード転記事務」受託
３月⃝昭和55年度事業実績が１億円を突破。会員556名

４月⃝東京都庭園美術館監視業務開始（～平成23年10
月まで）

９月⃝公園清掃業務開始
10月⃝改正「高齢者雇用安定法」により法制化、法律

施行

３月⃝事務局を「ゆうあい南麻布」内に新設
４月⃝社団法人港区シルバー人材センターに名称変更
11月⃝区民のための「健康教室」始まる
３月⃝平成３年度事業実績が３億円を突破。会員721名 
９月⃝配分金支払が現金から口座振込に
10月⃝安全就業優良センター労働大臣賞を受賞

３月⃝昭和61年度事業実績が２億円を突破。会員675名
10月⃝高齢者就業パネル展開催

昭和58年　天皇皇后両陛下センターご視察

昭和58年　松竹映画「迷走地図」エキストラ出演昭和53年11月　第１回配分金支払 昭和56年　地区役員連絡会議

昭和53年10月　高齢者事業団設立総会（ニッショーホール）
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はばたく⃝40年の歩み

センター

センター

社会の出来事

社会の出来事

年

年

10月⃝駅前放置自転車クリーンキャンペーンで東京都知事
賞を受賞

　　⃝設立20周年記念式典・祝賀会挙行（東京プリン
スホテル）

11月⃝ソーイングサービスが「ねんりんピック’98名古屋
シルバーファッションコンテスト」で優秀賞受賞

４月⃝港区立福祉会館受付管理業務受託。（平成22年
度まで）

５月⃝田町駅東口駐輪場管理業務開始
３月⃝平成12年度事業実績が５億円を突破。会員1,250名
　　　　⃝南麻布五丁目にみなとふれあい館オープン。パ

ソコン教室開始
11月⃝ふれあいカルチャー講座事業開始
　　⃝自転車リサイクル事業開始

４月⃝学校施設開放管理業務開始
　　⃝就業年限制度を導入

４月⃝六本木ワークプラザ（福祉作業所）業務開始（平
成18年３月まで）

４月⃝各地区総合支所の地域情報誌全戸配布業務開始

４月⃝自転車駐輪場３ヶ所の指定管理者に指定される
（平成20年度まで）

３月⃝平成19年度事業実績が6億円を突破。会員1,314名
10月⃝区民まつりでの清掃ボランティア開始
　　⃝設立30周年記念式典・祝賀会挙行（東京プリン

スホテル）

４月⃝駐輪場・運動場・いきいきプラザ等指定管理者
制度の本格導入始まる

７月⃝孫の手サービス開始

４月⃝公益社団法人港区シルバー人材センターに名称
変更

５月⃝児童登下校誘導業務開始

５月⃝広尾駅バリアフリー工事に伴い、みなとふれあ
い館が南麻布三丁目に一時移転

11月⃝歴史ガイド事業開始
　　⃝交通安全の取り組みに対して警視庁から表彰さ

れる
４月⃝区民協働スペース受付管理業務受託開始
10月⃝シルバー人材センター感謝デー開始

３月⃝ゆうあい南麻布改修工事終了

３月⃝リサイクル自転車5,000台販売達成
４月⃝みなとふれあい館が南麻布五丁目複合施設に移

転し、リニューアルオープン
　　⃝一般労働者派遣事業の開始

３月⃝平成28年度事業実績が7億円を突破。会員1,627名

６月⃝設立40周年記念式典開催（赤坂区民ホール）
12月⃝配分金支払い6,000万円突破
　　　（11月分60,361,534円）

平成10年
（1998）

平成11年
（1999）

平成12年
（2000）

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

平成15年
（2003）

平成16年
（2004）
平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）
平成27年
（2015）

平成28年
（2016）

平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

和歌山カレー毒物事件
長野冬季オリンピック開催

欧州単一通貨「ユーロ」誕生
東海村JCO臨界事故
介護保険制度スタート
二千円札発行
雪印集団中毒事件

9.11アメリカ同時多発テロ発生
USJ・東京ディズニーシー開園
池田小児童殺傷事件
兵庫・明石市歩道橋上で将棋倒し

北朝鮮の拉致被害者５人帰国
サッカー日韓ワールドカップ開催
東海道新幹線「品川駅」開業
六本木ヒルズ開業、日本郵政公社誕生
新型肺炎「SARS」流行
新潟県中越地震発生
イチロー大リーグの最多安打記録更新

「京都議定書」発効
愛知万博（愛・地球博）開催
第１回ワールドベースボールクラッシッ
クで日本が優勝
秋篠宮悠仁さま誕生

第１回東京マラソンスタート
郵政民営化スタート
iPhone日本発売
日本人４名がノーベル賞受賞
リーマン・ブラザーズ・ホールディング
ス経営破たん（リーマンショック）
衆院選で民主党圧勝「政権交代」
裁判員制度開始
マイケルジャクソン急死
宮崎県家畜伝染病「口蹄疫」被害
小惑星探査機「はやぶさ」帰還
3.11東日本大震災
東京電力が計画停電を実施
女子サッカーワールドカップ「なでしこ
ジャパン」世界一
東京スカイツリー開業
特別天然記念物「トキ」のひな誕生
2020年東京五輪決定「お・も・て・な・し」

「富士山」世界文化遺産登録
三浦雄一郎（80歳）エベレスト最高齢登頂
消費税８％へ引き上げ
虎ノ門ヒルズ開業
マイナンバー法施行
北陸新幹線開業

北海道新幹線開業
熊本地震（M7.3）
伊勢志摩サミット

トランプ米大統領就任、天皇退位特例法成立
藤井聡太４段史上初29連勝
大坂なおみ全米オープンテニス日本人初優勝
2020年に49年ぶり開業予定JR山手線新駅

「高輪ゲートウェイ」発表

平成12年5月　駐輪場業務受託開始

平成13年3月　パソコン教室開始

平成12年4月　福祉会館（現いきいきプラザ）業務受託開始

平成15年9月　自転車リサイクル NHK-おはよう日本生中継

平成26年10月31日　第１回シルバー感謝デー平成20年　設立30周年時のコーラスグループ

平成28年4月　ふれあい館リニューアル館開所式平成23年　児童登下校誘導業務開始
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会員数推移
事業別実績

就業会員数と未就業会員数
職群別事業実績推移
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※昭和53年度は職群別事業実績データなし
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役職 16期
Ｈ21.04～23.03

17期
Ｈ23.04～25.06

18期
Ｈ25.06～27.06

19期
Ｈ27.06～29.06

20期
Ｈ29.06～

会 長 小　林　桂　樹 石　井　三　男 石　井　三　男
鈴　木　　　肇

Ｈ27.10まで
竹　下　邦　彦

Ｈ27.11から

竹　下　邦　彦

副 会 長 太　田　登美子
太　田　登美子

Ｈ23.06まで
青　木　正　典

Ｈ23.06から

青　木　正　典
竹　下　邦　彦

Ｈ27.11まで
山　中　貞　雄

Ｈ27.11から

風　間　章　由

常務理事 宮　川　　　修 鈴　木　修　一 鈴　木　修　一
鈴　木　修　一

Ｈ28.03まで
佐　野　和　典

Ｈ28.06から

佐　野　和　典
Ｈ30.03まで

所　　　治　彦
Ｈ30.06から

理　　事
理 事
理 事
理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事
理 事
理 事
理 事
理 事

理 事

青　木　伸　子
青　木　正　典
阿　部　幸　長
石　井　三　男

梅　崎　正　枝

江　口　明　治

木　原　　　杳

斉　田　三満子

酒　井　俊　二

猿　木　経　雄

永　瀬　恵美子

古　橋　義　弘
松　原　　　昇
宮　　　　　彌
山　中　貞　雄
行　田　重　男
榊　　　美智子

高齢者支援課長
Ｈ19.06から

青　木　伸　子
青　木　正　典
梅　崎　正　枝
木　原　　　杳
酒　井　俊　二

Ｈ25.02まで

猿　木　経　雄
Ｈ23.06から

竹　下　邦　彦
Ｈ23.06から

野　崎　南海子
Ｈ23.06まで

松　原　　　昇

山　中　貞　雄
Ｈ23.06から

行　田　重　男
Ｈ23.06まで

青　木　伸　子
伊　藤　美枝子
猿　木　経　雄
鈴　木　　　肇

砂　辺　好　子

瀧　野　克　彦

竹　下　邦　彦

松　原　　　昇

山　中　貞　雄

伊　藤　美枝子
風　間　章　由
澁　谷　　　厚
砂　辺　好　子

髙　橋　純　之

瀧　野　克　彦

武　縄　勲　勇

田　中　あけみ

山　中　貞　雄
Ｈ27.11まで

飯　田　圭　子
芝　﨑　義　則
澁　谷　　　厚
砂　辺　好　子

髙　橋　純　之

瀧　野　克　彦

武　縄　勲　勇

田　中　あけみ

平　山　昌　子

監　　事 平　　　一　彦 平　　　一　彦 平　　　一　彦 前　原　秀　明
前　原　秀　明

Ｈ30.03まで
下　井　佳　男

Ｈ30.06から

監　　事 吉　池　　　潔 吉　池　　　潔 吉　池　　　潔 吉　池　　　潔 吉　池　　　潔



はばたく⃝

港区シルバー人材センター設立40周年記念誌36

公益社団法人  港区シルバー人材センター

〒106-0047
東京都港区南麻布1-5-26（ゆうあい南麻布3階）
TEL 03-5232-9681　FAX 03-5232-9680
ホームページ：http://www.minato-sc.or.jp
Eメール：info@minato-sc.or.jp

麻布十番駅
（7番出口）

至 霞ヶ関

新一の橋
交差点

一の橋
JCT

一の橋
交差点

二の橋
交差点

仙台坂麻布山入口
交差点

スーパーバス停
「仙台坂下」

大韓民国
大使館

NTT

東町小学校
至 五反田

麻布十番駅
（5a/5b番出口）

麻布十番駅
（1番出口）

麻布十番駅
（4番出口）

首都高速都心環状線

首
都
高
速
２
号
目
黒
線

港区シルバー人材センター
（ゆうあい南麻布３階）

［最寄駅］
地下鉄　　東京メトロ南北線／都営地下鉄大江戸線
　　　　　麻布十番駅　下車（1・7番出口）
　　　　　１番出口　徒歩７分／７番出口　徒歩10分
都営バス　都06（新橋～渋谷駅）
　　　　　反96（六本木ヒルズ、六本木駅前～五反田駅〈循環〉）
　　　　　「二の橋」下車　徒歩５分
　　　　　橋86（目黒～新橋駅）「仙台坂下」下車　徒歩３分
ちぃばす　麻布西ルート94・103「仙台坂下」下車　徒歩３分

当センター
への
アクセス

あとがき

  この記念誌の発行にあたっては、平成30年3月に広報委員と編集委員
とが合同で記念誌編集部会を立ち上げ、構成の検討、項目の役割分担を
行いました。
　40周年式典をはじめ、この10年間の会員の就業及びボランティア活動
を読みやすい紙面になるよう写真を多くいたしました。取材、ご寄稿に
あたっては、会員の皆様に多大なご協力をいただきました。御礼申し上
げます。
　この記念誌が末永くセンターの歴史に刻まれることを祈念致します。

平成31年１月

40周年記念誌編集部会
　◦砂辺 好子、片山 三保子、向山 文雄、佐藤 重康
　　山下 良蔵、今井 宏佳、桂木 由美子、中山 嘉
　　本間 秀樹、河村 岳郎
　◦表紙の写真／久栖 博
　◦印刷／株式会社 博文堂

理　事　会

会長・副会長
常務理事

名誉会長
顧問・相談役

監
　
事

安全管理委員会

苦情処理委員会

事業運営推進機関

配分金検討委員会

事務局

事故を未然に防ぐ交通安全講習会

就業相談会

公共施設向けAED講習会

就業体力測定

中長期計画推進担当
重要就業先担当
地区・地域班担当

就業対策委員会
事業対策委員会

企画・組織委員会
広報委員会
社会奉仕活動委員会
研修委員会

地　域　班

仕事別グループ

担当部門

事業部門

総務部門

総
　
会




