
　大田区には、「老人いこいの家」が１５館、区民セン
ター内の高齢者施設が６館、合計２１館がゆうゆうく
らぶの愛称で設置されています。
　「ゆうゆうくらぶ矢口」は、60歳以上の区内在住者
または在勤の方を対象に、趣味、教養、レクリエーショ
ンの場として無料で提供しています。
　矢口区民センターの２階にある「ゆうゆうくらぶ矢
口」は矢口特別出張所から委託を受け、会員７名が
１日３名、ローテンションを組んで館内の管理業務に

就業しておりま
す。歌や踊り、体
操 ので きる広
間、将棋や囲碁
ので きる 静 養
室、卓球場、お風
呂があり、9：00
～17：00まで利
用できます。
　就業会員は現
在のコロナ禍の
中で、集団感染
を起こさない事

が第一で、常時、マスクやフェイスシールドなどを着用
して、室内の消毒を行っています。なお、浴室、カラオ
ケ、湯茶のサービスは当面の間、中止。利用の際には、

マスクの着用をお願いして
います。現在、利用者数は通
常の２割程度、30名前後で
す。利用者からは「コロナ禍
の中で、生活が不活発にな
り、悩んでいましたが、いこ
いの場を解放してもらえ、助
かります」との声も届いてい
ます。

　就業会員は「お風呂が大人気で、楽しみに入浴に来
てくれる方が多いので、コロナが収束し、今までの盛
況さに戻りますよう、祈っております」と話してくれま
した。

就業現場紹介【18】 ゆうゆうくらぶ矢口

所 在 地：大田区矢口2丁目21番14号
 矢口区民センター内
電話番号：03-3758-2941
最寄り駅：東急多摩川線　武蔵新田駅徒歩10分
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センターの職員紹介（連載その1）

大田区からの依頼で布マスクを製作しました

　新型コロナウイルス感染症の影響でマスクが不足してい
た春先、大田区からセンターに布マスク製作の依頼があり、
300枚を製作・納品しました。リフォーム洋裁班の会員5名
が手分けして、一人60枚ずつ製作しました。
　製作を担当した会員は「普段は洋服の直しや仕立て作業
をやっていて、それぞれ別の作業をしています。みんなで同
じものを作ることはあまりないので、教えあって、楽しみな
がらできました」と話してくれました。

シルバーふれあい花壇・花だより①

　請負事業とシルバー派遣事業の次
長として職員と一緒に業務を進めて
います。センターに入職して12年目
ですが、雇用や労働環境が大きく変
化する中で法改正への対応など毎日
が勉強です。
　最近は家で過ごす時間が多くな
り、物のかたづけを始めました。まだ
まだ道半ばですが、少しすっきりした
気持ちになっています。今後も、「安
全・安心な就業」を念頭に会員の皆様
と前へ進んでいきたいと思います。

鈴木（智）さん

　主に学校業務・公共単発業務を担
当しています。コロナ感染症の影響に
より就業会員の皆様にはご迷惑をお
かけしている状況ですが、ご協力頂き
感謝しています。
　休日は愛犬と一緒にお出かけする
ことが一番の楽しみです。また甘いも
のが大好きで外出自粛で3㎏太って
しまい現在減量中です。センターの近
くにいらっしゃいましたら是非寄って
ください。まだまだ暑い時期なので皆
さん熱中症には気を付けましょう！

岸 さん

　会員の皆さん、こんにちは。
　公園・緑道・駅前広場清掃、門扉開
閉作業と喫煙（マナー指導業務）関係
の担当をしている松本です。
　最近はラジオの深夜放送にハマって
いて3時には目が覚めて聞いていま
す。運動も得意だったのですが、昨年
半月板を痛めてからは月1回、健康ソフ
トボールに参加するぐらいなので、体
型は貫禄十分です。日常においても、
会員の皆様と一緒に地域社会とセン
ターに貢献出来るように頑張ります。

松本 さん

　今年の「いきいき人生」新年号で河合会長の挨拶の中で
紹介された花壇です。シルバーサロン活動の一環として蓮
沼分室が入所する、「ふれあいはすぬま」の正門東側フェン
ス脇に昨年の9月に開設されました。
　大田区の18特別出張所の地区ごとに選定した「地域の
花」のうちマリーゴールド、ネモフィラなどを植え、土とふれ
あい、潤いのあるサロンとなるよう花の好きな会員が参加
して始めました。
　手始めに会員の持ち寄ったさくら草、すずらん、チュー
リップ、バラや、市販の花などを植えております。また、サロ
ンの部屋の中でも種をまいて育てております。

　現在は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休止中で
すが、近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
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■ 足立 正志さん（77歳）【マンション清掃業務】

安 全 コ ー ナ ー 台風災害の予防に心掛けよう

適正・安全委員会

　平成25年に入会して今年で７年目に
なりました。
　マンション清掃に従事してからは４年
目になります。
　朝8時から10時半まで、週４日の就業
でゴミ出し、モップでの床掃除をしてい
ます。笑顔での挨拶を心がけております。
　一人作業になりますから、階段の掃除
には特に気を付けるようにしています。
　ブロック役員をしながら、多摩川清掃

活動、各種のイベント、
地域の清掃活動などの
ボランティアに参加し、
会員の皆様との交流を
深めております。
　また、趣味のカラオケ
では、大田区のシニアク
ラブ主催の芸能大会な
どに参加して楽しんで
います。 

　初夏から秋は、台風を始め大雨・洪水・ゲリラ豪雨
が発生しやすい季節で、ここ数年は大雨や台風によ
る災害が毎年発生しています。
　この自然災害からの被害を最小限にするため、台
風の最新情報等の気象情報を確認し、早めの台風対
策・洪水対策を行いましょう。

1．防災気象情報を活用し、大雨や台風への備えをし
 ましょう。
2．日頃からハザードマップで危険個所をチェックし
 ましょう。
 大田区のハザードマップは「風水害編」、「震災編」
 などあり、風水害編には①多摩川の氾濫、②高潮の 
 被害、③中小河川の氾濫のマップが載っています
 ので、お持ちでない方は入手して下さい。
3．雨や風が強くなる前に、家屋の補強などの対策を
 しましょう。
 雨戸や排水溝、風で飛散する物の固定などの台風
 対策は早めに行い、停電時に備え携帯ラジオや懐
 中電灯、飲料水や食料品、医薬品、貴重品や衣類、
 日用品などの非常持ち出し品もチェックしておき
 ましょう。
4．家族全員で「マイ・タイムライン」を作成しましょう。
 川が氾濫する前に安全な場所へ移動しましょう。
 安全な場所への移動時間には個人差があります
 ので、家族構成や生活環境を踏まえて、逃げ切れ
 るタイミングで避難を始めることが重要です。
 いざという時に慌てず行動するために、いつ何を
 するのか整理しておきましょう。
 それがマイ・タイムラインですので、家族で話し
 あってマイ・タイムラインを作ってみましょう。 （2019年10月台風19号、多摩川河川敷の被害）

台風に対する情報を発表
（５日後迄の台風進路や強さ等の情報を
発表する）

大雨・洪水注意報等を発表
（災害の恐れがある場合に発表する）

「避難準備・高齢者等避難開始」を
発令
（高齢者等の避難に時間を要する人は水
平避難を開始する）

「避難勧告・避難指示（きんきゅう）」
を発令
避難対象地域の人は避難する。
水平避難が危険な場合は垂直避難や近
くの安全な建物に避難する。

「災害発生情報」を発令
既に災害が発生している状況のため、垂
直避難等の命を守る最善の行動をとる。



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18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・相談内容を任意の
 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

理事会報告

令和2年度　第4回理事会　7月22日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②適正・ 安全委員会委員の交代の件
（報告事項） 
　①第2次中期計画（平成31年度（令和元年度））実績報告
　②委員会報告
　③安全衛生委員会報告
　④就業開拓員の活動報告（６月分）
　⑤入退会の報告（６月分）
　⑥事業実施状況報告（６月分及び第1四半期分）
　⑦傷害・賠償事故報告
　⑧事務局報告

　購入希望者は事務局本部に電話でご連絡ください。
【予約締切】
　令和2年9月30日(水)  価格：282円(税込)
　入荷次第(10月下旬予定)連絡しますので、本部の
窓口にて代金引換でお受け取りください（支払受付時
間9時～12時、13時～16時）。なお、できるだけおつ
りが出ないようご協力をお願いいたします。

2021年版会員手帳の予約について

　センターで受注している請負業務の一覧表は、セ
ンター開所日に毎日更新しています。会員の皆様は
以下の方法で一覧表を確認することができます。
　①本部・蒲田分室の窓口で入手
　②電話（03-3739-6666）で自宅へのFAX、郵送
　　を依頼して入手
　③センターHP会員専用ページから閲覧（ID、パス
　　ワードが必要）
　暑さが和らいだタイミングで、仕事を始めてみては
いかがでしょうか。不明な点がありましたら、事務局
（03-3739-6666）までお問合せください。

受注情報一覧表の入手方法について

シルバー派遣事業説明会と登録会の開催

　シルバー派遣事業の説明会と登録会を下表のとお
り開催いたします。　会場 ： 本部会議室

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、人数
　制限と時間短縮で開催いたします。　
※申込期間　9月1日（火）～9月8日（火）
 電話又はFAX（様式不問）で派遣担当へお申込みく
 ださい。後日案内状を発送します。
 TEL：03-3739-6666　FAX：03-3734-0722

開催日 時間 定員
9月11日（金） 9：30～11：30 10名
9月15日（火） 13：30～15：30 10名

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

　令和２年４月１日から、東京都の条例で自転車損害
賠償保険への加入が義務化されました。
　大田区では、令和元年、事故全体に占める自転車
関与率が２年連続で40％を超えるなど、自転車が関
与する事故が増えています。自転車が加害者となる
事故では、加害者側に約9,500万円もの高額な損害
賠償を命じられた事例もあります。
　自転車損害賠償保険は、既に加入している保険等
に付帯されている場合もありますので、ご自身の加
入状況をご確認ください。

問合先：都市基盤管理課交通安全・自転車総合
 計画担当
電　話： 03-5744-1315
Ｆ Ａ Ｘ： 03-5744-1527

東京都内で自転車を利用するみなさんへ

今後の配分金の支払日について

※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30日（月）
12月28日（月）
1月29日（金）

1月分
2月分
3月分

2月26日（金）
3月31日（水）
4月30日（金）

センター帽子の交換について

　色あせや擦り切れ等が
ある帽子(屋外作業従事者
対象)を交換します。
　現在使用中の帽子を事務
局本部までお持ち下さい。
サイズ：フリー
交換期限：令和2年9月末日




