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第72回定時総会を開催します

しくは
委任状も
使書を
議決権行
ださい
ご活用く

日時：令和3年6月24日（木）午後1時30分〜
※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、招集通知に同封された
委任状もしくは議決権行使書(ハガキ)のご提出をご考慮ください。

「 未 就 業 会 員 調 査 ( 就 業 に 関 するアンケ ート調 査 ) 」の 報 告 書 がまとまりました
就業開拓の強化及びお仕事に就かれていない方の現
状把握のため、平成31年4月から令和2年10月末までの
期間に未就業であった方を対象に
「未就業会員調査(就業
に関するアンケート調査)」
を実施しました。
その調査結果
を一部抜粋してご報告します。
(調査実施時期：令和2年12月末〜令和3年1月末)
(１)センターで就業していない(できない)理由

調査結果により、
センターで就業していない（できない）

（１）センターで就業していない（できない）理由
0%

58％の方の理由を集計したグラフが右図(1)です。
「希望
4割強を占めています。
また、ご自身やご家族の健康上の理由は2割弱、
「新型
コロナウイルス感染症に関連する内容により就業できな
いという回答は
「その他」
の項目で多く該当していました。
(２)経験を活かせる分野

未就業会員の経験を活かせる分野を調査したところ、

既にセンターでもお受けしている職種の「屋内作業」は
25％となり、
「保育」
は9％であることがわかりました。

10%

15%

20%

25%

30%
29%

やりたい仕事がない

15%

高齢のため

12%

自身の健康上の理由

10%

家族の健康上の理由

6%

仕事の探し方がわからない

4%

新しい仕事が不安

4%

その他

理由の42％が「センター以外で就業」でした。その他、
する条件の仕事がない」、
「やりたい仕事がない」が全体の

5%

希望する条件の仕事がない

20%

（2）経験を活かせる分野（複数回答可）
0%

屋内作業
商品管理
屋外作業
営業
保育
介護
経理
渉外
教職
医療系
その他

5%

10%

15%
13%

20%

25%

30%

25%

10%
9%
9%
7%
7%
4%
2%
1%
13%

未就業会員調査(就業に関するアンケート調査)結果を受けて

調査により、未就業会員の現状、経験を活かせる分野の精査・分析をすることができました。

「希望する条件の仕事がない」、
「やりたい仕事がない」
を理由に未就業である会員が多いという結果から、会員の経験を
活かせる分野である①保育、②スーパーでの業務、③商品・製品管理業務、
また、
やりたい仕事として希望が多かった④事務
系職種（教育・翻訳等専門職を含む）
を重点に就業開拓活動を行い、会員の希望職種、高齢者に合った就業等の受注を確保
していきます。

センターの職員紹介（連載その9）
羽藤（はとう）さん

南雲さん

会員の皆さま、いつもお世話になっております。総務を
担当しております羽藤と申します。入会説明登録会、総会、
事務所内のシステム管理など様々な業務を行っておりま
す。
また、昨年度はホームページの
リニューアルにも携わりました。
新し い ホ ームページ で は セン
ターのPRキャラクター「シルにゃ
ん」がいたるところに登場してい
ます。皆さまも「シルにゃん」を探
してみてください。

シルバー派遣の保育園業務を担当している南雲と申しま
す。主に保育園の就業の保育補助・調理補助に関しての研
修担当と、保育園の訪問等も行っております。
会員の皆さまのグループワークを中心に、お仕事向上の
一端になり、楽しい研修を目標に開催してきましたが、昨年
度は新型コロナのため、研修の形態を変える事を余儀なく
されています。
コロナが治まり、今 年度
は皆さまの元気なお顔が一
日も早く拝見したい毎日で
す。

令和元年の池上まつりにて

好きなもの

就業現場紹介【22】除草班
ご家庭の庭の草取りを行う仕事です。
センターは、お客 様からご依頼があると除草班のグ
ループ班長に連絡し、担当会員がお客様を訪問して打ち
合わせを行います。
庭の広さと草の伸び具合、安全性（崖や段差）を下見し
て、作業人数と時間、日程を双方で確認し、お客様の同意
を得て除草作業を行います。
除草班会員は現在約20名です。初めて就業する会員
は、まず経験者と一緒に就業し、慣れてきたら一人就業も
可能になります。
除草作業は腰をかがめ、膝を地面に着けて草取りをす
るので、普段の体調管理が大切です。春から秋は仕事が
増えて多忙になり、熱中症予防や虫よけ対策などが大事
になります。

就業会員は、
「除草のコツを覚えて綺麗に仕上げ、お客
様から“綺麗になりました。ありがとう”と感謝の声かけが
あると励みになります。足腰も鍛えられ楽しく就業して
います」と笑顔で話されていました。
除草班への新規参加をお待ちしております。体験就業
がありますので、ご参加ください。
除草班全体会

安 全 コ ー ナ ー

食中毒は一般的に梅雨の時期から夏にかけて発

生しやすいので、体調に異常を感じたら病院等に連

食中毒に注意しよう
３．以下の症状を感じたら、食中毒を疑い、早めに
お医者さんに相談しましょう。

絡が取れるようにしておきましょう。

１）
下痢便が止まらない

ることが大切です。

３）
身体がふらふらする

でもその前に食中毒にかからないように注意す

１．
食中毒予防の三原則

１）
菌をつけない
（菌を食べ物に付着させない）

２）菌を増やさない（調理した食べ物は速やかに
食べ、保管は速やかに冷蔵・冷凍する）

３）菌をやっつける（加熱できる食べ物は十分に

火を通す。また調理に使用したまな板や布巾

は塩素系消毒液
〔漂白剤〕
で消毒する）

２．
バイ菌はこんなところに潜んでいます。

２）
下痢便に血液が混じる
４）
意識が遠くなる

５）
顔や手足がむくんで腫れてくる

６）
尿の量が減ってくる。尿が12時間以上出ない

食中毒を防止するため、みんなで予防しましょう。
４．
１）
外出から帰ったら手洗い・うがいをする
２）
トイレの後は丁寧に手洗いをする

３）
食品は１０度以下で保存し、早めに調理する

１）
牡蛎などの二枚貝
（ノロウイルス）

２）
牛や豚などの家畜の腸内
（O―１５７）

３）牛・豚・鶏・猫・犬など（カンビロバクター菌、
サルモネラ菌）

４）
魚介類
（腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌）

５）
川、土の中
（セレウス菌、サルモネラ菌）
６）
米・小麦などの農作物
（セレウス菌）

７）
ケガをした人の膿・皮膚など
（ブドウ球菌）

ハツラツ！会員の声
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適正・安全委員会

瑞々しい感性に触れながら、楽しく就業しています。

■ 佐藤 千代美さん（62歳）
【 保育補助業務】
退 職を機に当

イヤイヤ期に入り、手を焼く子もいますが、
それも

センターに入会し

成長！ 老化に向かう私には羨ましい限り、瑞々しい

ます。娘の入団か

と、保育補助を進めています。

には３０年近くか

ん、今頃は園児の名前を覚えるのにひと苦労という

てほぼ２年になり

らガールスカウト
かわっています。

コロナ禍の中、

１歳児は園にも私

園児の感性に触れて、心の成長は止めないように
保育補助業務講習会にご参加くださったみなさ

頃でしょうか？ 私もまた、
１歳児の手伝いで、毎年

キラキラネームに戸

惑 い 、これも脳トレ

にも 馴 染まず の

か！
？と、前向きに取り

それでも最近は
「先生」
と近づいて来る。
「シル・バー

たことは一人で悩ま

返ってくる。そんな会話を楽しめるようになりまし

一緒に考えましょう。

難しい年でした。

ちゃんよ」
と答えると
「えっ？おばあちゃんなの？」
と
た。

組 んでいます。困っ

ずセンターに連 絡 、

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

消費者生活センターを
ご利用ください
消費生活相談員が商品やサービスの契約等に関
するお困りごとのご相談をお受けしています。
【最近増えている相談事例】
●トイレが 詰まり、ネットで調べて「 9 8 0 円〜」
とう

たった事業者に修理を依頼したら、十数万円もの
請求を受けた。

就業中における注意点
就業中に
「お客様」や「第三者」の物を壊してしまっ
たとき(物損)や身体にケガをさせてしまったときは、
速やかにセンターまで連絡をお願いします。
お客様と契約しているのはセンターです。センター
に連絡をせずに、ご自身で「弁償・解決」
をしてしまっ
た後にトラブルになるケースもあります。最初の「対
応・行動」が重要ですので、どのような場合でも自己
判断せずに、必ずセンターへ連絡をしてください。

清掃研修のご案内

●ネット通販で注文した商品が届かない。
または、頼

んでいない商品が届いた。

マンション清掃研修と一般清掃研修を開催します。そ
れぞれ定員は先着5名です。ふるってご参加ください。

■ 相談専用電話

03-3736-0123
月〜金曜

午前９時〜午後４時30分

※土・日曜、祝日は消費者ホットライン☎188(いや
や)へ。

◆消費生活相談員による出張啓発講座（無料）
区内の地域の方同士の集まりなどへ出向いて、悪質
商法からの被害防止や最近のトラブル事例など、ご
要望のテーマに沿って講座を行います。詳しくはお問
い合わせください。
大田区立消費者生活センター
03-3736-7711
03-3737-2936

理事会報告
令和3年度

第1回理事会

： ふれあいはすぬま 1F会議室
(西蒲田3-19-1)

服装

： 動きやすい服装、マスク着用

持ち物 ： 飲み物・筆記用具

（国・都の機関に繋がります）

問合先
電 話
ＦＡＸ

会場

4月28日

（承認された議案）

①新規入会承認の件
②特別会員の入会承認の件
③定款等変更の件
④規程の一部改正の件

展示会のお知らせ
昨年開催できなかった展示会を、今年は10月に開
催する予定です。こちらの展示会は、希望する会員の
皆様の作品をお披露目するものです。
詳細については、確定次第、次号以降のいきいき人
生でお知らせします。
※今後、新型コロナウイルス感染拡大によっては中止
や日程変更の可能性もありますのでご了承ください。

参加申込みは
TEL.03-3739-6666事業部まで
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とな
る場合があります。
①マンション清掃研修
マンション清掃業務に興味をお持ちの方、初心者の
方、どなたでも参加いただけます。
日程： 6月29日(火)
時間：14時〜15時30分
②一般清掃研修
学校などの公共施設・会社の事務室などの清掃業務
をやってみたい方、既に清掃業務に携わっている方、ど
なたでも参加いただけます。
日程：6月22日(火)
時間：14時〜15時30分

編集後記
おかげさまで広報誌「いきいき人生」は今月号で創
刊200号を迎えることができました。これもすべては
会員の皆さまのご支援とご協力のたまものと思いま
す。広報委員一同心から御礼申し上げます。これから
も、皆さまのご意見・ご要望を取り入れ、マンネリ化し
ないよう努力してまいりたいと思いますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
（広報委員会）委員長
佐々木文雄
副委員長 小原みつ江
委員
浮田信行、加藤佐登美、加藤誠、
鎌田芳郎、栗原弘、柿本伸二

