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学校施設業務で働く仲間たち

■ 野中 勝利さん（76歳） Vol.51 ものづくりは楽しいです
平成21年10月に入会し、学校施設業務
の他ちょこっとサービスや、たすかるサービ
スなど経験して、11年目になります。
ボランティア活動は各地区のイベント(池
上祭り、こらぼ大森夏祭り、ポレポレECOま
つり)、環境美化活動などに参加していま
す。小学校で毎年夏に開催される
「わくわく
スクール」
で、紙トンボのものづくり教室を
開いています。最初は隅の方にいた児童が
積極的に参加してくれると嬉しくなります。

■ 澤山 隆さん（72歳）

また、当センターの会員と
「ものづくり
サークル」
を立ち上げました。
ふれあい蓮沼にある
「シルバーふれあい
花壇」
で月２回程草取りをしています。
趣味は、とんび凧、紙トンボ、栞などのも
のづくりで、小学校や、地区の
お祭り、催し物のあるとき実施
しています。余暇は「ものづく
り」
のネタ探しや、テニスをして
います。
紙トンボ

Vol.52 釣りと散歩が大好きです

平成21年７月に入会し、22年４月から学
校施設業務に就業して11年目になります。
下校時の子ども達に、
「気を付けてね」
と
声掛けをしています。
また、学校で開催された教員の研修会
で、忘れ物をした先生に、傘を届けて感謝
されたこともありました。
趣味は釣りで京浜運河などでしています。
擬じ餌を付けたリール釣りで50〜60㎝
のスズキを釣り上げた時の感触は忘れら

れません。
他に本門寺などへ散歩をしています。大田
区の「はねぴょん散歩」に登録をして区内の
参加者とランキングを競って楽しんでいま
す。ウォーキングコースは池上本門寺コー
ス、七福神巡りコースなど25
コースあります。歩きながら本
門寺の菊花展を鑑賞したり、佐
伯山緑地で景色を見るのが楽
しみです。
ご自慢のリール

■ 渡辺 憲司さん（70歳） Vol.53 古代史に興味を持っています
令和元年３月に入会後、初めての仕事
が令和２年４月からの学校施設業務でし
た。学校の施設で仕事をしていると、色々
な方とお話ができて刺激になります。
また
夜間久しぶりに校庭から北斗七星を見て
感動しました。
ボランティアはやりたいのですが、なか
なかタイミングが合いません。
趣味で古代史を読んでいます。
きっかけ
は、中学の歴史の授業で邪馬台国という

国について記された魏志倭人伝の内容に
興味を持ったことです。
是非、九州の吉野ケ里遺跡に行こうと
思っておりましたがコロナ禍
で実現できませんでした。
また、英 語をライフワーク
にしています。

奥様の編みぐるみの作品

田園調布せせらぎ館オープン 「田園調布グリーンフェスタパネル展」に参加
区民のための地域文化活動の拠点として、また、田園調
布せせらぎ公園内の憩いの場として開館しました。
隈研吾氏デザインにより、建物自体が丘陵の地形に隣
接する縁側のような空間、として造られています。
開館当日は正午からの開館式に続いて午後３時から全
館一般公開となり、芝生で遊ぶ家族、縁側でくつろぐ人、
館内を探検する子ども達、来館者は思い思いの時間を過
ごしていました。

例年この地区で実施されている「田園調布グリーンフェ
スタ」がコロナ禍で出店等をともなうイベントは中止とな
り、参加 団 体の活動 状 況をお 知らせするパネル展 示 が
1/16〜1/31の期間中、せせらぎ館で行われました。当セ
ンターからは広報委員会が作成したパネルを展示し、活
動状況の紹介や会員募集の案内を行いました。

「鵜の木老人いこいの家」で自衛消防訓練 12月19日(土)
鵜の木老人いこいの家で、就業会員を対象にした自衛消
防訓練が、田園調布消防署の指導のもとで行われました。
今年は、新型コロナ感染症第3波の拡大の最中での実施
となったため、ソーシャルディス
タンスの確保を最優先に、緊張
感に包まれた訓練となりました。
屋外での消火訓練は、消火器
の使用法を中心に、火災発見か
ら初期消火までの対応手順を、
参加者全員が体験しました。
引き続き館内に移動して、患者
発見から救急隊へ患者を引き渡すまでの応急救護訓練を、Ａ
ＥＤを用いて行いました。
コロナ感染の防止策として大切なことは、意識・呼吸の
確認の際、患者の顔に接近しすぎないこと、人工呼吸は出

来るだけ回避し、心臓マッサージに重きを置くこと、そし
て、屋内で実施する場合は換気の確保が大事であること
等を学びました。

参加者は、
「利用者の皆さんへの救急対応は私達の責務
です。万一の場合、今日の訓練の成果を生かしたいです」と
気持ちを引き締めていました。

シルバーふれあい花壇・花だより その2
昨年の会報９月号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」の正門道路西側フェンス脇に一昨年9月に開設され
ました。1年半ほど経過いたしましたが、残念ながら現在は
新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動は休止中です。
会員のご好意でさくら草が植えられ、すくすくと育っていま
す。
近くにお越しの折は是非ご鑑賞ください。

センターの職員紹介（連載その6）
橋本 さん

栗原 さん

小山 さん

平成30年度から「老人いこいの
家・矢口ゆうゆうクラブ」の事 業担
当をしています。それまでは管理業
務に携わっていたため「就業」につい
ては日々勉強の毎日です。
現在は「蒲田分室」にて家庭系事
業にも携わっています。家庭系のご
依頼は「お手伝い・手助け」が多く、
「早めの対応」を求められます。その
声に応えるためには会員皆 様のご
協力が必要です。
「蒲田分室」は蒲田
駅西口より徒歩3分にあります。お
近くにお越しの際は是非お立ち寄り
ください。

センターに入って五年目になりま
す。当初から総務の仕事をしていま
す。
主に入会登録会の担当をしていま
す。新入会員の方をお迎えする会場
準備から登録まで担当しています。
毎 回 、入 会 登 録 会 でお 会 いしま す
方々 が 、いつ も お 元 気 で 何 に で も
チャレンジしようとされている姿勢
に敬服いたします。
私の趣味は、ガーデニングです。週
末は、花壇の手入れをしています。花
屋や公園などで四季折々の草花を見
るのも楽しみです。

私の仕事は、派遣先のお客様から
仕事のご依頼を受けて会員の皆様へ
紹介することです。その為には、派遣
先へ訪問して仕事の内容や条件を詳
細に聞き取り、その内容を会員様に
分かりやすく受注情報一覧表に載せ
ます。是非、派遣登録をして派遣就業
をしていただきたいと思います。
私事ですが、趣味はゴルフです。月
1ゴルフで上達しませんが、健康維持
のためにも楽しんでいます。

大田区社会福祉センター4 階・蒲田分室

安 全 コ ー ナ ー

カランコエ

ザ ナショナルCCにて

ヒヤリハットを生か そう

１．ヒヤリハットとは

今回の集約では秋にヒヤリハットが多く発生

仕事中に「ヒヤッ」としたこと、
「 ハッ」としたこ

し、
一日の時間帯では朝に多く発生していました。

ヒヤリハットとは危ないことが起こったが、幸

所は横断歩道、交差点、道路のうち、直線道路が６

と、
危ないと感じたことはありませんか？

通勤途上の交通関係は１３件（２３％）で、発生場

い災害には至らなかった事象の事です。ハイン

１％でした。

の軽傷事故と300件の無傷事故（ヒヤリハット）が

多く、発生原因では直前横切、通行帯違反、信号無

ヒヤリハット活動は、この300件のヒヤリハッ

し、事あるごとに話し合いの題材に載せて頂き、事

リッヒの法則では、1件の重大事故のウラに29件
あると言われています。

トを集め、事前の対策と危険の認識を深めること
で、
重大な事故を未然に防ぐ活動です。

２．先日依頼をした「ヒヤリハット報告書」の集約
結果

自分対相手では自転車対自転車が３８％で最も

視、ながらスマホ、このような内容を皆さんが共有
故防止に役立てて頂ければと思います。なお、本集

約結果の詳細は今年度中にチラシ化し、会員の皆
様に配布を予定しています。

内容を集約する際に、分かりづらい内容が多々

有りました。

報告は「５W1H」の要領で「いつ」
「どこで」
「だれ

が」
「 なにを」
「 なぜ」
「 どのように」と簡潔に書いて
頂ければ良いと思います。

適正・安全委員会

大 田 区 か ら の お 知 ら せ
大田区では、区内及び品川区の一部の公衆浴場を
１回200円で年間36回(２月で６回)、無料で年間１回
入浴できる、
「 いきいき高齢者入浴証」を発行してい
ます。

■ 対象者

区内に住民登録があり、現に居住している満70歳

「絆サポート事業」契約終了のお知らせ
大田区総合事業介護予防・生活支援サービスの一
つである
「絆サポート」につきまして、令和3年3月末
日を持ちまして大田区とセンターとの契約が終了と
なります。
「絆サポート事業」
にご賛同、ご協力いただきありが
とうございました。

以上の方。(介護老人福祉施設に入所の方を除きま
す。)

就業相談のお知らせ

※令和３年度に満70歳に到達する方(昭和26年４月
２日〜昭和27年４月１日生れ)を含みます。
■ 申請方法

地域包括支援センター、シニアステーション、老人

いこいの家、地域福祉課へ申請書を持参又は申請書
(はがき)に63円分の切手を貼って高齢福祉課まで郵
送してください。

■ 令和３年度の新規申込み

令和３年３月１日(月)から令和４年２月28日(月)ま

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 ： 3月19日(金)
場

13時30分

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

で受け付けます。

■ 令和２(2020)年度入浴証をお持ちの方

３月下旬までに、令和３年度用の入浴証をご自宅に

郵送いたします。(申請書の提出の必要はありませ
ん。)
※令和２年度の入浴証は、令和３年２月28日(日)まで
受け付けます。
問合先
電 話
ＦＡＸ

大田区高齢福祉課
03-5744-1252
03-5744-1522

薬剤投入業務に関するご案内
区道等、大田区が管轄する道路にある雨水桝に蚊
などの衛生害虫を抑える薬剤を投入する業務の就業
会員を募集します。日程・業務内容・申し込み方法な
どの詳細については、別紙をご確認ください。
申込締切：令和3年3月8日
（月）
問合せ：本部 03-3739-6666

理事会報告
令和2年度
（承認された議案）

第１０回理事会

1月２7日

①新規入会承認の件
②令和３年度定時総会の日程の件
③費用弁償等支給要綱の運用の件

シルバー派遣事業説明会・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
開催日

時間

定員

3月8日
（月）

13：30〜15：30

10名

3月12日
（金）

9：30〜11：30

10名

※ 新 型 コロナウイル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 の
ため、人数制限を設け、時間短縮で開催いたします。
※申込期間 3月1日
（月）
〜3月5日
（金）
電話又はFAXでお申込みください。後日案内状を
発送します。
派遣担当 TEL.03-3739-6666 FAX.03-3734-0722

ホームページリニューアルのお知らせ
令和3年3月末に大田区シルバー人材センターの
ホームページが新しくなります。会員専用ページを充
実させるなど、会員の皆様に様々な情報発信を行う
予定です。
3月29日(月)から3月31日(水)までの間、リニュー
アルに伴うメンテナンスを行います。一時的に利用で
きない時間があります。ご迷惑をおかけしますが、ご
了承ください。
会員ページのログイン方法等につきましては、4月
号のいきいき人生に同封する予定です。

