
各委員会・新任委員長の抱負

　総務委員会の役割は、シルバー人材セ
ンターに求められているものは何か、 社
会の変化に対応して発展するために何を
なすべきか、諸々の調査、情報を把握し
施策を提案することです。
　課題は目の前にあり、会員の満足度向
上のために何をすべきか、会員の望んで

いるものは何か、悩み苦労は何かなど、現場に行き自分の目
で見て知ることで「ナマ」の情報を取り扱って委員会で討議
して、事務局、理事会に提案しよき解決へ努力いたします。
　シルバー人材センターの今後の進む方向は、まずは受注就
業のマッチング対策です。
　更に就業開拓（多様な事業の展開）、働きがいのある仕事、 
80 代の就業、地域ブロック活動、シルバーサロンの発展、サー
クル活動、会員増（特に女性会員増）、区内関係団体との連携
等。シルバーの基本理念を分り易く表現、イメージをよりよ
いものとし、社会的責任使命などを明確にします。

総務委員会：高済  博彦 委員長

　広報委員会は、組織・事業の普及・
宣伝に関することと、広報誌の発行に
関することを担当する委員会です。
　組織・事業の普及・宣伝については、
ポスターやチラシの作成・ホームペー
ジによる広報のほか、各種イベントに
参加しセンターの認知度アップを図っ

ています。
　今後も、これらの広報ツールの刷新や充実を図り、入会
促進や受注拡大に繋げます。
　次に、広報誌の発行については、従来通り年 12 回の発
行をベースに就業に関する情報や様々な会員さんの活動状
況など、センター事業の活動内容を分かり易く発信し、会
員と地域の皆様にタイムリーな記事をお届けします。
　今後も、皆様に親しんで頂ける誌面づくりを目指したい
と考えておりますので、皆様からのご意見・ご要望をお待
ちしています。

広報委員会：佐々木  文雄 委員長

　会員開発委員会は、事業計画の基本
方針に基づき、各種研修の更なる充実
を推進して参ります。
　継続事業では、既就業会員を対象と
した清掃及び職群別接遇研修に、懇談
の場等を設け、会員相互の情報交換や
意思疎通の促進を図ります。

　新入会員が対象のフォローアップ研修では、先輩会員の
体験発表の機会を設け、就業に際しての心構えや不安解消
を図って参ります。
　更に、次の２事業を新設します。
　１つは、プロの講師を招聘しての「会員接遇研修」で、
プロ目線からの接遇の習得を目指します。
　２つ目は、ビルメンテナンス会社の専門家による、実際
の建物を使用した「ハウスクリーニング研修」で、より専
門的な清掃技術の習得が目標です。
　以上のような各種研修の充実を図ることにより、会員の
資質向上を支援して参る所存です。

会員開発委員会： 濱野  治 委員長

　先の総会と理事会を経て、２期目の
適正・安全委員長を引き受ける事にな
りました。
　適正・安全委員会の使命は、会員の
安全と健康の手助けをし、笑顔で過ご
す環境を作る事にあります。
　その使命を達成するには、委員会が

中期計画に沿った活動と、就業時の安全パトロールによる
指導助言、ヒヤリハットの提供、自転車の安全運転や健康
管理等の指導助言、事故発生時の再発防止対策の作成と、
水平展開に努める事だと思います。
　安全作業や健康管理は危機管理意識を持つ事により、危
険箇所や危険状態を自らが把握し、対策を構ずる事で、事
故防止や健康体の維持が可能です。
　痛ましい事故を減ずるには危険予知訓練（ＫＹＴ）を行
い、推進することだと思います。
　「安全は自らが守る事」を、自覚して貰えるよう努力致
しますので、会員の皆様方の協力をお願い致します。

適正・安全委員会： 山田  孝 委員長
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　自由研究にもなるミニ凧づくりでは色鉛筆で好きな色を塗
り、くるくる回る紙トンボを楽しそうに飛ばしていました。
また、新聞のチラシで作った吹き矢では、ティッシュの弾が
的に当たると嬉しそうに声を上げていました。12名のボラン
ティアが参加
し、図工室で子
どもたちと一緒
にほほえましい
一時を過ごす事
ができました。

　梅雨の晴れ間、京急蒲田駅前に集合して梅屋敷まで、
第一京浜国道沿いを両側に分かれて１２名の会員が参
加しました。交差点付近の吸い殻や、沿道の植え込みな
どに多くのゴミ
がありました。
　その後の懇談
会では、北蒲広場
（旧北蒲小学校）
でＤＶＤの鑑賞
など会員の交流
をはかりました。

　大田区立消費者生活センターにおいて令和元年度第
１回目の研修が開催されました。過去4か月以内に入
会された会員を対象とした研修会で、20名の新入会員
が参加しました。
　①請負就業とシルバー派遣について、②イベントや
ボランティアなど地域活動について、③お仕事紹介他、
サークル活動や、シルバーサロンの案内などの説明が
ありました。家庭系家事援助や、マンション・アパート
清掃に就業している会員の体験談は、就業する楽しさ
や、仕事に対する責任感・意気込みが感じられました。

　恒例の懇談会が雪谷特別出張所で開催されました。今
年のテーマは「笑涯現役」で、 25 名の会員が集いました。
　前半は、「川柳で遊ぼう！」のコーナーで、川柳の句の一
部を隠し、 隠された言葉を当てるゲームです。 進行役の
軽妙な話術に誘われ、ずばりと正解を言い当てる会員も
いる中、珍答・迷答続出で会場は大いに盛り上がりまし
た。 
　後半は、「コント５５号劇場」のビデオ観賞で、懐かしさ
に浸りながらも笑い声に包まれ、笑涯現役に相応しいひ
と時を過ごしました。

　絵手紙教室、筆文字教室、
紙飛行機教室、消しゴムハ
ンコなど 夏休み中 5 回開
催予定で、当日は低学年 20 
人を対象とした絵手紙教室
に絵手紙講師 など 10 名が
指導を行いました。会員は
「子供の発想はすごいです
ね。元気をもらえます。」な
ど子供たちとの時間を楽し
みました。

　大森地区を代表するイベントの一つで、今回12回目を
迎え、当センターは道路での案内 、スタッフへの弁当分
配などのボランティアに20名の会員が参加しました。
　「子育て支援サービス」等の仕事を通じて、子育て中の
ご家族とのつながりができた ボランティア活動でした。

わくわくスク－ル南六郷小 7月23日（火）

わくわくスク－ル相生小 7月24日（水）

《新入会員研修会・会員開発委員会》
フォローアップ研修会 ７月１２日（金）

おおた・子育てわいわいフェスタ ６月9日（日）
会場：エセナおおた・キッズな大森・入新井第一小学校

環境美化活動・懇談会 ６月１３日（木）
蒲田東ブロック

ブロック合同懇談会 ６月１７日（月）
雪谷・千束ブロック



　７月２１日（日）に投・開票がおこなわれた、参議院選挙において、シルバー会員が派遣業務として就業しました。
　前日の大田区内70ヶ所の設営を含む投票業務に 70 名と大森スポーツセンターにおける夜間、開票作業等に44名、
合計114名の会員が選挙業務に従事しました。

参議院議員選挙投票・開票業務に従事しました

台風災害への備えについて安 全 コ ー ナ ー

ハツラツ！会員の声 作品を手にして楽しい会話がはずみますVol.35

■ 土屋  君子 さん（70歳）【手作り講座「貝ちりめん」講師】

（写真は左から
金魚のキーホル
ダーとウサギの
キーホルダー）

　当センターに入会後、ボランティアや就
業を経験してから、「貝ちりめん講座」の講
師を引き受けて約５年になります。いこいの
家や区民センターでの指導のほか、大森西
作業所（こらぼ大森）で「カルチャー講座」を
半年間行いました。受講された方 と々楽し
い会話を交わしながらサンタクロースやお
ひな様など時節に合わせた作品を作って、
大変喜んでいただけました。
　講座では、いろいろな年齢層の方との出
会いがあり、「手のリハビリができる」「仲間
づくりや脳トレができ、教室に通う日が待ち
遠しい」などの感想を沢山いただき、励みに

なっています。
　子育て中に貝ちりめんと出会い定年退
職後に自分なりの工夫を重ねて可愛く簡単
に作れる動物づくりを始めました。今でも新
作のアイデアが浮かび、次は何を作ろうか
とワクワクしています。今後は、多くの人に”
貝ちりめん“を広めるため、いろいろな場所
で「出前手芸教室」を開いて、受講者に笑
顔を届けるようにしたいです。

適正・安全委員会

　令和に改元されて程なく、梅雨の季節と思いきや、豪
雨による悲惨な水害が九州地区及び西日本の各地で発
生しました。年々雨の量・降り方が変わってきたようで
す。気象庁でも「記録的短時間大雨情報」として注意を呼
びかけています。特に８月～10月は台風の季節に入りま
す。天気予報に関心を持って、見聞きしてください。
　特に台風情報には注意を払い、刻々と変化する内容を

把握することが大切です。台風が日本列島に接近する前
から大雨になります。台風への備えは上陸する前に行い
ましょう。早めの対応が重要です。内閣府では変化する
気象状況に合わせ、警戒レベルを
５段階に定めた行動をとるようガ
イドラインを公開しています。

心構えを高める

とるべき行動 備考 避難情報等警戒レベル

1
◯非常持ち出し品の準備をしましょう。
【持ち出し物品（参考）】
飲料水・食料品・貴重品・救急用品・衣類・洗面用具・ミルク・
紙おむつ・哺乳瓶等

早期注意情報

避難行動の確認2
◯避難場所やルートを確認してください。自治体のハザー
ドマップでも確認できます。指定の場所が一番ですが、
念のため予備の場所も定めておいた方がいいでしょう。
ただし、遠い場所では意味がありません。

洪水注意報
大雨注意報等

高齢者等は避難3 ◯早めに避難場所へ行きましょう。 避難準備・
高齢者等避難開始

全員避難4 ◯避難場所までの移動が危険な場合は近くの安全な場所
や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）

命を守るために
最善の行動を5 ◯既に災害が発生しています。 災害発生情報



大 田 区 か ら の お 知 ら せ

理事会報告

令和元年度　第4回理事会　7月24日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②広報委員会委員の選定の件
　③「OTAふれあいフェスタ2019」実行委員会
　　設置要領制定の件
　④「地域ブロック設置要綱」一部改正の件
　⑤令和元年度ボランティア活動の件（追加）

清掃研修のご案内

　新たに清掃業務をやってみたい方、すでに清掃業務
に携わっている方、どなたでも参加できます。定員10名
です。ふるってご参加ください！

参加申込みは TEL. 03-3739-6666 事業部まで

日程 ： 9月24日(火) 時間 ： 14時～15時30分
会場 ： こらぼ大森・寺子屋（大森西2-16-2）
服装 ： 動きやすい服装
持ち物 ： 「清掃の基本」（黄色の冊子）

求む！シニア人材！
合同就職面接会の開催

 20社ほどの企業が参加する就職面接会です。1日で
複数企業の面接を受けることができます。求人内容の
詳細は９月５日（木）より下記問合先にて閲覧できます。
●対象
おおむね55歳以上の求職者
●日時
令和元年9月19日（木）
午後1時30分から4時（受付は3時30分まで）
●会場
大田区産業プラザ　PiO　４階
コンベンションホール
（大田区南蒲田１丁目20-20）
●定員
先着100名程度
●申込方法
面接する企業の数の履歴書（写真貼付）を持参の上、
当日会場へお越しください。
●問合先
(福)大田区社会福祉協議会
大田区 いきいき しごと ステーション
大田区西蒲田7-49-2
大田区社会福祉センター７階
電話 03-5713-3600
FAX 03-5713-3602
※開所時間　平日（月～金）９時から17時

就業相談のお知らせ

　次の日程で就業相談（就業上のトラブルや悩みの相
談）を予定しています。

相談日時 ： 9月20日（金）　13時30分
場　　所 ： センター本部 作業室
申込方法 ： 会員番号・氏名・住所・電話番号を任意の紙に
 ご記入の上、本部に郵送又はご持参ください。
問合せ先 ： 事務局 鈴木 TEL. 03-3739-6666

就業報告書（下期分）の発送について

　年間で契約している請負業務の就業会員の方には、就
業報告書（10月～3月分）を9月中に送付します。

今後の配分金の支払日について

令和元年度下期配分金支払日

※就業報告書は、〆日の就業が終わり次第速やかにご提出ください。

10月分
11月分
12月分

11月29日（金）
12月27日（金）
1月31日（金）

1月分
2月分
3月分

2月28日（金）
3月31日（火）
4月30日（木）

鈴まつり（南六郷福祉園・くすのき園）南六郷三丁目23番9号
開催日時：令和元年10月13日(日)　9時から16時まで
開催場所：大田区立くすのき園・大田区立南六郷福祉園
内　　容：模擬店などのブース補助、駐輪場・駐車場の整理
集合時間：8時50分　　　募集人員：20名（先着順）
応募方法：9月13日(金)までに事務局宛て電話(3739)6666、又は直接来所の上お申込みください。集合場所・担当については、施設からご案内を送付します。
注意事項：交通費実費相当額については、11月に配分金口座に振込となります。昼食は施設で用意します。

レッツトライ！家事援助！！

　未就業の方向けに、家事援助･子育て支援、絆サー
ビス事業の説明会を毎月行います。ご興味のある方、
ぜひご参加ください。お仕事の内容や、安心して就業で
きる仕組みを詳しくご説明します。

お申込、お問合せは、蒲田分室03-6715-9855まで

9月26日（木）13時30分～15時
10月31日（木）13時30分～15時
11月28日（木）13時30分～15時

日時

蓮沼分室（西蒲田3-19-1）ふれあいはすぬま1階会場

ボランティアの募集

鈴まつり（南六郷福祉園・くすのき園）南六郷三丁目23番9号

開催日時 令和元年10月13日(日) 9時から16時まで
開催場所 大田区立くすのき園・大田区立南六郷福祉園
内　　容 模擬店などのブース補助、駐輪場・駐車場の整理
集合時間 8時50分　募集人員　 20名（先着順）
応募方法 

注意事項

9月13日(金)までに事務局宛て電話
(3739)6666、又は直接来所の上お申
込みください。集合場所・担当について
は、施設からご案内を送付します。
交通費実費相当額については、11月に
配分金口座に振込となります。昼食は
施設で用意します。
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