
ホームページがリニューアルされました

Ⅰ 誰もが見やすくわかりやすく
  「視認性に配慮し、どんな方にも使いやすいデザ
 イン」をリニューアルのコンセプトとしました。
　  ホームページの利用者を①入会をお考えの方、
 ②仕事の発注をお考えの方、③会員の方の3種類に
 分類し、それらの方に見やすく、わかりやすく使って
 いただくことを意識しました。
Ⅱ ところどころに遊びごころを
  ページ内には当センターのPRキャラクターである
 「シルにゃん」が至るところに登場し、センター活
 動のPRをしています。よかったら探してみてください。
Ⅲ 会員の皆様にタイムリーな情報をお届け
  会員の皆様に活用していただけるホームページ
 にするために、会員専用ページを充実させていきま
 す。現在は受注情報一覧表や入会・派遣説明・登録
 会の日程の掲載のみですが、今後、活動報告、イベ
 ント案内などの内容を追加していく予定です。お楽
 しみにしてください。

　令和3年3月、当センターのホームページがリニュー
アルされました。

事務局長の交代について（お知らせ）

ごあいさつ
　この度、事務局長に就任しました柿本伸二と申しま
す。前職は、教育に関する相談を承る、大田区教育セン
ターに勤務していました。シルバー人材センターには、
福祉や保育勤務時に大変お世話になりましたが、今は
仕事内容も随分変化しているようです。
　今後、時の変化に対応したセンター運営に、少しでも
お役に立てればと思っています。
　皆様におかれましても、コロナ禍の中、健康に留意さ
れ、ご活躍されますよう期待しています。よろしくお願い
いたします。

　令和3年3月31日
付けで森部一夫氏が
事務局長を退任し、
令和3年4月1日付で
柿本伸二氏が事務局
長に就任しました。

柿本伸二事務局長
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保育補助業務講習会  ３月３日（水） 六郷地域力推進センター

　保育補助の仕事に興味のある会員、非会員が午前、午
後それぞれ20名程度出席しました。現在就業している佐
藤千代美会員から、就業の内容、注意点などのお話があ
り、その後、区立保育園園長経験のある裏谷すみ子会員
から就業する人へのアドバイス、子育て支援などが経験
談を交えて語られました。就業については、プライバシー
保護の話にはじまり具体的な内容が語られました。裏谷
会員からは、年齢を重ねたことで得られる寛容さなどが
保育の場で役立つとの言葉があり、背中を押された受講
者も多かったことでしょう。

第７２回定時総会を開催します

※詳細は６月上旬にお送りする招集通知をご確認ください。　
※新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、委任状・議決権行使書の活用をご考慮ください。

令和３年６月２４日（木）１３時３０分から

センターの職員紹介（連載その8）

　大田区から派遣されました行武
（ユクタケ）です。総務と経理を担当
しています。
　自分自身もあと２回誕生日が来る
と会員登録できますので、そのとき
の参考にもなるように皆様のサポー
トに取り組みたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
　現在は、コロナの影響で思うよう
にいかないことも多い世の中です
が、大声で野球観戦できる日が戻る
ことを楽しみにしています。

行武 さん

　４月から蒲田分室で、「たすかる
サービス」や「ちょこっとサービス」等
家庭系業務を担当しています。会員
の皆様と接することが多いと思いま
すのでよろしくお願いいたします。
　また、年齢的にもシルバー会員の入
会資格を取得しておりますので、重ね
てよろしくお願いいたします。
　趣味は、温泉巡りです。一昨年まで
は毎月温泉旅行に出かけていました
が、コロナの影響により、自粛してお
ります。コロナが終
息したら、温泉巡り
を再開したいと思い
ます。おすすめの温
泉がありましたら、教
えてください。

峰 さん

　皆さん、初めまして4月1日付けで
入職させて頂きました池村択理と申
します。横浜生まれの横浜育ちにな
ります。
　趣味は、音楽・映画鑑賞、旅行やカ
メラです。現在、コロナウイルスが流
行している関係もあるので、なかな
か自由に動く事ができませんが、落
ち着いてきたら趣味の時間も増やし
ていきたいと思っています。
　全力で取り組んでいきたいと思い
ますので、今後とも宜しくお願いい
たします。

池村 さん



安 全 コ ー ナ ー 病気による会員の退会を減らそう

適正・安全委員会

　下図は過去５年間の退会者の退会理由別平均人
数と、退会理由別割合を示したもので、数値からは
会費未納による退会者数を除いています。
　退会理由のトップは病気で、死亡や加齢退会数を
加えると、身体的理由による退会者数は５４％とな
り過半数を超えます。会員の平均年齢は７０歳を超
えており、体力や免疫力の低下で病気を発症した
り、病気が悪化することもあります。
　会員の大多数の人達は、就業と社会貢献を通して
生きがいを求めるためにシルバー人材センターに
入会しています。
　その目標に達するためには自らの努力を惜しま
ず、目標に立ち向かうことが必要だと思います。病
気は早期発見と早期治療で、ある程度の治癒が可能
な時代となっていますので、目標達成の第一は健康
診断の率先受診を心掛けることと言えます。

　健診は高齢者であることや自治体の福祉制度で、
ほとんど無料に近い形で受診が可能となっていま
す。となれば、あとは時間を作るだけです。
　令和３年２月末現在の健診受診結果は約３００
０名の会員のうち、受診者が１３９１名で未受診者
が３２７名となっており、残りの約１３００名の方
はアンケートが未提出のため不明となっています。
　故意で未受診となった場合には、会員の健康と安
全を守り、共に働く仲間と発注者への迷惑を防止す
るため、シルバー人材センターの方針で次年度の就
業に就けないことがあります。
　私達会員が健康で、品質のよい安全な仕事を提供
することにより、シルバー人材センターへの信頼が
増し、会員への仕事が増えるという好循環ができま
す。病気に限らず通勤途上の傷害事故にも注意し、
不意の退会を防ぎましょう。

ハツラツ！会員の声 いこいの家で元気をもらっています！Vol.55

　私たち就業会員も今までにない、感染症対策に伴う
消毒作業などが増えましたが、戸惑いながらも一つ一
つ丁寧に対応してきました。
　中でも、敬老お楽しみ会の代替行事として作品展を
開催でき、皆様に喜んでいただけて嬉しかったです。ま
た、チラシの掲示、配布に地域の老人会と町会のご協力
を得られて感謝しております。
　趣味をお持ちの方々は生き生きとしていらっしゃいま
す。私も見習って、自分の時間を大事に使いたいと思
い、休日はクロスワードや数独などパズルを楽しみ、フレ
イル予防に昔あそびのけん玉を始め、楽しんでいます。
　これからも、開館しうる限
り、笑顔で利用者さん達を迎
えたいと思います。
　早く、コロナ禍が収束しま
すように！！

　平成24年に入会後、六郷用水
遊歩道の清掃活動に参加し、平
成30年4月より「鵜の木老人い
こいの家」にて就業しています。
　先輩リーダーの下、いこいの
家で皆さんに楽しんでいただく
ために、管理員、福祉補助員、清

掃員とチームワーク良く活動することを学びました。
　色々な芸や話題をお持ちの利用者さん達から元気を
もらっております。昨年来のコロナ感染症対策により、カ
ラオケや入浴サービスを楽しまれていた方々の顔が見ら
れなくなり寂しく思います。が、元気アップ教室、輪踊り
等々に参加されて楽しんでくださる方々がいらして、嬉
しいです。
　入館時の検温や、手指消毒、マスク着用、健康チェック
シート記入にも、すっかり慣れて下さいました。

■ 西峰 公子さん（71歳）【施設管理業務】
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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 ： 5月21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12回理事会　3月24日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②令和2年度補正予算の件
　③理事の利益相反取引承認の件
　④蒲田分室長の職務及び権限に関する規程制定の件
　⑤特定費用準備資金等の取扱規程制定の件
　⑥財政運営資金積立資産取扱規程改正の件
　⑦事務所資産取得資金保有計画変更の件
　⑧表彰規程改正の件
　⑨モデル規程の改正に伴う規程等一部改正の件

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

◆対象：区内在住・在勤の18歳以上の方
◆参加方法：
 （１）スマートフォンアプリ
  「はねぴょん健康ポイント」をダウンロード
 （２）スマホがない方は、専用台紙でも参加できます
 【台紙配布場所】大田区役所健康づくり課、
 地域健康課、特別出張所、大森スポーツセンター、
 観光情報センター（京急蒲田）など
 ※ホームページからダウンロードもできます
◆ポイントのため方（★印はアプリ専用です）：
 ①ウォーキングや毎日の健康目標達成と記録
 ②介護予防（フレイル予防等）教室・イベントへの参加
 ③健康診断、がん検診等の受診　　　
 ④区内ウォーキングコースを巡る
 ⑤区内各所にある
  スタンプスポットを探索★
◆問合先：
 【大田区健康づくり課】
 電話 03-5744-1661

　健康づくりに取り組み、ポイントをためて応募する
と、はねぴょんグッズ、スポーツ健康関連グッズや大
田区特産品などが抽選で当たります。
　区の魅力を感じながら、気軽に楽しく、良い生活習
慣を続けることを応援します。

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は、毎月開催
しています。開催日のお問合せ、お申込みはお電話で
お願いします。
派遣担当：TEL.03-3739-6666©大田区

受注情報一覧表の入手方法について

　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。会員の方は、以
下の方法で一覧表を確認できます。
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又は
　郵送を依頼して入手
③センターのホームページの会員専用ページから
　閲覧（ID、パスワードが必要）

　ご不明な点がありましたら、事務局（03-3739-6666）
までお問い合わせください。

スマートフォンからも
確認できます！ ▶▶

楽しくおトクに健康づくり！！
「はねぴょん健康ポイント」

正しく安全な自転車の利用を心掛けましょう

　生活を便利にしてくれる自転車ですが、利用時に
は、下記に注意してください。
①安全ルールを守る
　信号・標識を守り、夜間はライトを点灯しましょう。
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です。
②ながら運転をしない（区の条例で義務化）
　傘さし運転、携帯電話を使いながらの運転、イヤホ
ン等で音楽を聴きながらの運転は禁止です。
③自転車の鍵かけを忘れない（区の条例で義務化）
　自転車は決められた場所に駐輪し、必ず施錠しましょう。
④自転車損害賠償責任保険等へ加入する
　（都の条例で義務化）
　自転車による交通事故で、運転者に多
額の損害賠償が生じる恐れがあります。
万が一に備えて保険に加入しましょう。




