
派遣のお仕事をしませんか？
　センターでは平成29年度から本格的にシルバー派遣事業
を開始しました。従来から行っている請負・委任と比較する
と、派遣先従業員からの指揮命令を受けることや連携をす
ることができる点が大きく異なります。従来、受注が難し
かった業務を幅広く受注し、会員の皆様に提供することが
可能となりました。契約金額は年々増加しています。

●保育園での保育補助、調理補助 ●機械部品の測定
●スーパーでのレジ打ち、商品加工 ●自動車の清掃補助
●ホテル内レストランでの調理補助 ●資源ごみの仕分け
●講座会場での受付、会場準備 ●選挙時の投開票事務
●企業での経理事務、庶務事務　　　　　　　　　　など

【派遣業務実績】

例えばこんなお仕事があります ※シルバー派遣会員の事前登録が必要です
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　入会する前は土木関係の
仕事を長年やっていたので、
自分の作ったものを売るの
は初めての経験でした。失
敗してパンを焦がしてしまう
こともありますが、毎日が新
鮮ですごく楽しいです。新し
い世界に飛び込んでよかっ
たなって思っています。

毎月新作のパンを８種類程
度作って販売しています。パ
ンの種類によって、照りを出
すのに卵を塗ったり、パセリ
をかけたり、仕上げ方が違
うので、レシピをみて徐々に
覚えています。ただ、覚えた
頃にはまた新作を作らなけ
ればいけないので、日々奮
闘しています。

　3年程前からスーパーマー
ケットでパン作り作業を
やっています。始めてから1
年半位は成形を担当してい
ましたが、今は主にオーブン
でパンを焼く作業を担当し
ています。1日に700個以上
を焼き、ビニール袋で包装し
て売場に並べています。
　私が働いているお店では

毎日がすごく楽しい 新しい世界に飛び込んでよかった　～平賀　健司 さん～

仕事ができることって幸せだなって思います　～安達　信子 さん～

仕事はそれなりに大変だけ
ど歳を重ねても仕事ができ
ることって幸せだなって思
います。また、選挙の業務が
あればやってみたいです。

てさまざまな業務に従事し
ます。過去には投票用紙交
付機のボタンを押して、投票
用紙を発行する作業も担当
しました。
　体力を使う、気をつかう

　シルバー派遣では単発の
仕事をいくつかやったことが
あります。7月の都知事選挙
では投票所で来場者への案
内業務などを担当しました。
　投票所業務は場所によっ

問合せ先　本部 TEL：03-3739-6666 　　派遣担当まで
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　羽田空港に近い天空橋駅直結の羽田イノベーションシ
ティは、2022年のグランドオープンへ向けて、ホテルや商
業施設、イベント会場、観光施設などが次々と開業してい
る新しい街です。ビル屋上
には羽田空港を一望できる
展望台と足湯もあります。
　今年7月3日の「まち開
き」で、大田区から委託の
清掃作業も開始されました。バス停周囲の歩道、広場と植
栽帯の清掃を4人で週3日（月・水・金）朝8時から行ってい
ます。
　開始から1か月が過ぎ、暑い日差しで汗ばむ中、会話と笑
顔のチームワークで清掃作業を行い、広場のベンチ清掃や
花壇の除草などにも取り組んで、「きれいに清掃して頂き、
ありがとうございます！」の声も聞かれました。
　街の拡充で来場者や乗降客も増え、多忙化が予想され
ますが、メンバーは新しい街の発展に期待しています。

センターの職員紹介（連載その2）

　この4月からマンション清掃業務を
担当しています。多くの会員の皆様が
日々マンション清掃のお仕事をして
いますが、まだ現場に行く機会が少
ないです。今後は現場に行く機会を
増やして、普段お目にかかれない会員
の皆様から生の声をお聞きすること
で、よりマンション清掃業務の理解
を深め、会員の皆様が活躍できるよ
うにしたいと思います。宜しくお願い

致します。
　※インド･･･
にハマってま
すが、今行けな
くて残念です。

北澤 さん

　請負の公共事業(施設管理・区設掲
示板・薬剤投入業務)を担当していま
す。
　趣味は野球観戦、ボクササイズ。特
技は手話、お囃子です。会員の皆様
と、ざっくばらんにお話出来たら嬉し
いです。
　公共のお仕事で相談があれば、い
つでもお問い合わせください。宜しく
お願いします。

西尾 さん

　私は、蒲田分室で家事援助・育児援
助サービス、リフォーム和裁・洋裁、
絆サポートを担当しております。
　私の趣味は温泉に行くことです。
最近は高濃度炭酸のお湯も大好きで
す。
　会員の皆様へ　皆様いつもお疲れ
様です。家事援助や育児、和裁洋裁に
ご興味のある方はご連絡ください！

犬塚 さん

手話 お囃子
南インド
クンバコナムにて

羽田イノベーションシティ周辺の清掃です！

天空橋清掃業務の紹介

夢絵手紙（ＣＧ） ワード・エ
クセル・インターネット・メー
ル等、生涯学習を目指して楽
しみながら学んでいます。

童謡、叙情歌や歌謡曲等の
楽しい歌を軽快な伴奏で練
習し、イベント出演や高齢者
施設慰問で楽しく過ごして
います。

クラフト作りを楽しむメン
バーが集まり、地域のイベン
トにも参加し、ものづくりの
楽しさを伝える活動をして
います。

ビデオは究極のワンマン映
画。撮影で身体を動かし、編
集で頭を使い、多くの人に観
てもらい、喜びを得ています。

　「センターの発展に寄与するための社会奉仕活動および
啓発活動を行う」団体で、新型コロナ感染防止対策で活動
休止中サークルと、活動を再開したサークルがあります。
【パソコン土曜会】休止中

【コーラスエコー】

【ものづくりサークル】休止中

【動画制作「キネマの会」】

共通の趣味を持つ仲間をつくろう！

社会活動サークルの紹介

問合せ先
本部 TEL：03-3739-6666　担当：桶川、羽藤

おけがわ は と う



ハツラツ！会員の声 ボランティアも頑張っています！Vol.43

■ 辰見 明夫さん（71歳）【薬剤の配付業務】

安 全 コ ー ナ ー インフルエンザに注意しましょう！！

適正・安全委員会

　平成27年に入会後、シル
バーパスの受付や、薬剤配
布業務に従事して今年で5
年目になります。
　私の仕事は、薬剤投入担
当者への薬剤を配付するこ
とです。蚊の発生を抑制する
薬剤の雨水枡への投入は１
シーズンに４回行われます。
　今年は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の問題で開始が遅れました。薬剤投入
担当者には、備品(チョーク)の補充や帽子の支給確認、前
回の指摘事項などを話しております。なお、配布時は、室
内の窓や、ドアを開放して換気に注意をし、会員が代わる
度に椅子や机を消毒液で除菌しております。

　また、各地域の投入後の薬剤数量や、薬剤の過不足な
ど実施結果の報告を受け付けております。これから暑く
なって来るので熱中症にならないように水分を取るこ
と、特に車に注意して実施するよう話しております。
（※取材は7月）
　ボランティア活動は、2011年大震災以後、震災支援ボ
ランティア組織を結成し、現地
の復興支援、及び区役所内で被
災地支援の物資販売活動など
を行いました。また、現在も継続
的に震災支援のため各地でパ
ネル展示会を開催しています。
　余暇はシニアチームで野球
やサイクリングなどのスポーツ
と、図書館通いをしています。

　これらの予防対策は自身の健康維持のためだけで
はありません。家族がいたり、多くの人と接する仕事
をする方は、周囲の人のためにもインフルエンザの
予防接種など、対策を忘れることなく日常生活に生
かしましょう。
　また、咳やくしゃみが直接、人にかからないように
「咳エチケット」を守りましょう。

<咳エチケット>　　　　　　　　
① マスクを着用する
② ハンカチやティッシュなどで口や鼻を抑える　
③ とっさの時は袖などでカバーする

＜インフルエンザ予防接種＞
　令和2年12月31日時点で、65歳以上になる方か法
令で指定された方を対象に、インフルエンザ予防接
種の予診票が9月下旬に大田区から郵送されていま
す。令和2年10月1日～令和3年1月31日の期間中に
指定医療機関で接種した場合、今年度に限り自己負
担が免除になります。対象の方は活用を検討してく
ださい。

　熱中症発症者が急増した猛暑が過ぎて、すごしやす
い季節になりましたが、皆さんの体調はいかがですか。
　この先、冬が近づいて来ると空気が乾燥し、インフル
エンザの流行が危惧されます。
　インフルエンザは例年、12月～翌年３月にかけて流
行し、発症時には咳や喉の痛み、発熱・倦怠感等があり、
風邪より症状が重いのが特徴です。
　今年、世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイル
ス感染症に症状が似ていて、感染時の判別は検査結果
に委ねられますが、いずれも感染すると大変な事態と
なります。
　現時点で新型コロナウイルスのワクチンや治療薬は
ありませんが、インフルエンザの予防策は、ほぼそのま
ま新型コロナウイルスの予防策に繋がりますので、こ
の冬は双方に備えましょう。

＜インフルエンザの予防対策＞
① インフルエンザの予防接種を受ける
② 3密（密閉、密集、密接）を避ける
③ 外出時にマスクを着用する
④ 手洗い、うがいをする　　　　　　　　 
⑤ 室内の換気を行い、適度な湿度を維持する
⑥ 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取で
　 免疫力をアップする



理事会報告

令和2年度　第5回理事会　8月26日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②規程の一部改正の件
　③安全就業基準追加の件

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。

※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　10月1日（木）～10月7日（水）
 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
10月8日（木） 9：30～11：30 10名
10月13日（火） 13：30～15：30 10名

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

●内容：都営交通と都内民営バスが利用できます
●対象：都内在住70歳以上の方
●利用期間：発行日(令和２年10月１日以降)から
 令和３年９月30日まで
●費用：
　①住民税が非課税か、令和元年の合計所得金額
　　が125万円以下の方＝1,000円
　②その他の方＝20,510円
　　　令和３年４月～９月の間に新規でパスを
　　　購入する方は10,255円となります。
　　※譲渡所得の特別控除適用がある方は、合計所
　　得金額が125万円を超えても1,000円で購入
　　できる場合があります。ご確認ください。
●購入に必要なもの：
　◯本人確認書類（健康保険証やマイナンバーカー
　　ドなど）
　◯上記①に該当する方は、令和元年の合計所得金
　　額が確認できる書類（介護保険料納入通知書
　　(７月９日郵送済み)や課税・非課税証明書など）
　　も必要です。
●申込先：バスの営業所等
●問合先：(一社)東京バス協会
　　　　 電話番号：03-5308-6950

東京都“シルバーパス”の
新規購入について

令和2年度健康診断受診状況確認書のご案内

　今月号には健康診断受診状況確認書を同封しまし
た。
　健康診断は健康の維持や疾患の予防・早期発見に
役立つものです。センターでは、会員の皆様に健康を
維持し、元気に就業していただくために、今後、就業
先をご紹介する際に健康診断の受診状況を確認する
予定です。
　お手数ではありますが、現時点での健康診断の受
診状況を記入の上、返信用封筒にて11月30日(月)必
着で郵送してください。用紙の記入の方法など不明
点があれば事務局までご連絡ください。ご協力をお
願いします。
　問合先：事務局　岸　03-3739-6666

会員証携帯のお願い

　就業やボランティア活動など、センター会員として
活動する際は会員証を携帯していただくようお願い
します。発行の際に配付しているストラップで首から
下げていただくのが好ましいですが、ストラップを使
用することで安全上のリスクが生じる場合などは、財
布などに入れて携帯するようにしてください。
　また、会員証の裏面には緊急連絡先を記入する欄
がありますので、ご記入ください。緊急連絡先を記入
することで、万が一、事故に遭ってしまった際などに、
家族等への連絡がスムーズにいきます。

登録情報の変更に関するお願い

　センターは入会時や会員状況調査の際にご提出い
ただいた会員情報を基に、就業紹介など法人運営を
行っています。センターに登録されている会員情報
（住所、電話番号、緊急連絡先等）が変更になった場
合、必ず申し出ていただきますようお願いします。

体調不良の連絡について

　季節の変わり目で、少なからず体調の変化を感じ
ている方が多いのではないでしょうか。会員の方から
体調を崩したという連絡をいただくケースも増えてき
ました。
　会員の皆様には健康に十分留意の上、元気に就業
していただきたいところですが、体調不良により、就
業を続けることができそうにない場合、早めに事務局
担当者までご相談いただきますようお願いいたしま
す。


