
総務委員会： 高済 博彦 委員長

　総務委員会に求められる使命は、会
員の満足度向上、地域貢献、センター
の発展を目指す施策を提案することで
す。ポストコロナへの課題は次の2つで
す。１つ目は就業拡大。就業の新規開
拓と、既存事業者との関係構築向上。

会員の希望を調査し、就業のマッチングシステムを開発する
ことも重要です。２つ目は会員活動の活性化。特に女性会
員の増強にあります。女性会員の「魅力ある活躍の場」作り
が必要となります。さらに、地域ブロック活動、シルバーサ
ロンの発展、サークル活動の充実、地域関係団体との連携
も大切です。試練はまだ続きますが希望のセンターづくり
を推進します。6月には、シルバー農園が開園しました。こ
れは河合会長の発案を受けて総務委員会が中心となり、関
係各位の協力を得て実現したものです。会員が愉快感覚で
菜園活動に励んでいることは喜ばしいことです。

広報委員会： 佐々木 文雄 委員長

　広報委員会は、組織・事業の普及・
宣伝に関することと、広報誌の発行に
関することを担当する委員会です。組
織・事業の普及・宣伝については、
ホームページによる広報のほか、展示
用パネルを作成、各種イベントに参加

しセンターの認知度アップを図っています。今後も、これ
らの広報用ツールの充実・刷新を図り、入会促進や受注
拡大に繋げます。次に、広報誌の発行については、従来通
り年12回の発行をベースに就業に関する情報や様々な会
員さんの活動状況など、センター事業の活動内容を分か
り易く発信し、会員と地域の皆様にタイムリーな記事をお
届けします。今後も、皆様に親しんでいただける誌面づく
りを目指したいと考えておりますので、皆様からのご意
見・ご要望をお待ちしています。

適正・安全委員会： 山田 孝 委員長

　適正・安全委員会の活動は、会員
が笑顔で過ごせるよう就業環境を整
える事です。委員は１０名ですが４名
の委員は、初めての委員会活動とな
り、人生で初めて実施する安全パト
ロールや危険予知の指導、ヒヤリハッ

トの提供・自転車安全運転や健康管理の指導、事故発生
時の再発防止対策など、多くの活動がありますが、委員
の皆さんと共に勉強しながら、会員の皆さんの安全に寄
与したいと思っています。昨年度は新型コロナの感染防
止で、委員会活動の殆どが出来ませんでしたが、本年度
は色々と工夫をして出来るものは、実施したいと考えてい
ます。痛ましい事故を減ずるには「自らの身体は自らが守
る事」を自覚していただくこと。その自覚を認識してもら
えるよう、活動を推進していきたいと思います。

会員開発委員会： 濱野 治 委員長

　会員開発委員会は、会員の能力開
発や資質向上のための研修の企画・
実施を主な役割として活動していま
す。本年度は、コロナ禍での活動制限
が継続される中、「就業率の向上」と
「技能研修の充実」について具体策の

策定に取り組んでいます。例えば、前者は、入会後2年未
満の未就業の会員に対する就業啓発の研修です。後者
は、従来の清掃研修に代わる「マンション清掃」、「一般清
掃」、「ハウスクリーニング」の3コースの新設及びこれら
の研修用マニュアルの作成などです。マンション清掃及び
一般清掃は、準備が整ったことから既に開講し、好評を得
ています。他の研修におきましても、来たるべき本格的再
開に備え、皆様にワクワク感を持って受講していただき、
いつも満席となるような研修を目指して準備していきたい
と考えています。ご支援の程、宜しくお願いいたします。
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体験就業紹介 【除草班】 就業に興味ある方ご参加下さい！

『シルバー農園』鍬入れ式開催・6月28日（月）くすのき園（南六郷3丁目）

　「除草班 体験就業」では、仕事に興味があり体験就業を
希望する会員の方に、実際の就業会員が作業について詳
しく教えてくれます。
　「鵜の木老人いこいの家」の庭で行われた体験就業に
は、男性3名、女性1名が参加しました。班長の馬場会員か
ら業務内容、草取り道具の使い方説明を受けた後、現地で
除草作業に取り組みました。

　作業は、各人が草取り鎌を持ってしゃがみこんで草を取
り、草を入れたカゴを振って土を落とし、ごみ袋に入れる手
順で完了しました。

　参加者の一人は、「校務員をしていた時に校庭の除草や
花壇の管理もしていたので、慣れています」と話し、丁寧に
除草していました。
　また、「しゃがんでする作業は足腰を鍛える運動にもな
り、除草した場所がきれいになるので気持ち的にもスッキ
リします」との声も聞こえました。
　除草は1時間で終了し、参加者は体験就業に満足して笑
顔で終了しました。
※除草班は、ご家庭の庭の草取りをする仕事を行っています。
現在約20名のメンバーで、年間約1,000件の注文を受けて忙し
く就業しています。

　5月の開園予定が延期となっていましたが、緊急事態宣
言の延長も6月20日で緩和され、やっと「鍬入れ式」を迎え
ることができました。梅雨時の開催で天気が心配されまし
たが、晴天の中で開催されました。当センターからは、河合
会長をはじめ関係者25名程が参加しました。
　最初に、くすのき園の大津園長から、雨の日や風の日にも
行われた4月からの開墾作業に対する感謝のお話と、収穫
の時期に喜びを分かち合いたいとのご挨拶がありました。
　会長からは、ここまで立ち上げた準備委員の皆様への
感謝と、ここで収穫されたさつま芋を「鈴祭り」などで焼き
芋にする催し、また農園を、当センターに新風を吹き込む
次の発展へのステップにしたいと話がありました。

　鍬入れ式では、パプリカが植えられました。

　最後に農園開墾に当たり活躍され、今後も活動を続け
ていく７名のファームリーダーの紹介が総務委員からあり
ました。具体的な活動として、７月中旬からじゃがいもの収
穫などが始まっています。

＜問合せ先＞
蒲田分室  担当：三木　電話 03-6715-9855

■ 都議会議員選挙 投票・開票業務に従事しました ■
　7月4日（日）に投・開票がおこなわれた都議会議員選挙において、シルバー会員が派遣業務として就業しました。前
日の区内70ヶ所の設営を含む投票業務に70名と大森スポーツセンターにおける夜間開票作業に39名、計109名の
会員が選挙業務に従事しました。

　鍬入れ式 7名のファームリーダー 植えられている野菜



　リフォーム洋裁の
仕事に就いて16年
目。西蒲田作業所で
週2回のペースで就
業しています。
　洋服の寸法直しが
主な仕事ですが、布製
のバッグやエプロン
など小物の注文もお
受けしています。お客
様からいただく「あり

がとう」の言葉が、仕事の励みになっています。
　就業仲間や馴染みのお客様と交わす楽しい会話
は、かけがえのないものです。
　数年前まで、フラダンスの発表会で着るドレスの
注文を継続してお受けしていました。そのつど招待

を受け、仲間たちと華やかな舞台を観賞させていた
だいたことが楽しい思い出になっています。
　余暇の楽しみは旅行やテニスです。テニスは40
年以上続けていて、週１回快い汗を流しています。
若い頃は自作のテニスウェアを着て楽しんでいまし
た。これからも就業とほどよい運動を楽しみなが
ら、元気で過ごしたいと思っています。

安 全 コ ー ナ ー 新型コロナ・インフルエンザ感染防止対策

　インフルエンザも新型コロナも、「かからない」
「うつさない」が大切です。身を守るには、マスク着
用・居室の換気・手洗いを行う必要があります。外
出時はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを
確保して、咳や会話による飛沫を防止しましょう。
　インフルエンザも新型コロナも、咳エチケット
や手洗いの実施が大切ですが、新型コロナ感染症
対策の影響で、インフルエンザ発症のニュースを
聞くことが少なくなりました。例年、国内で推定約
１０００万人と言われたインフルエンザ発症者が、
２０２０年秋～２０２１年春にかけては、厚生労働
省の推計で医療機関受診者数が１万４，０００人程
度と推定され、例年と比較して大幅な減少となっ

たとの報道があります。
　集団感染の共通点は、密閉・密集・密接（３密）な
ので、このような環境下で過ごすことを避けるこ
とで感染リスクを下げることができます。
　令和２年１０月には、新型コロナウイルス感染症
対策分科会から、５つの場面について提示されま
した。
　①飲酒を伴う懇親会等、②大人数や長時間におよ
ぶ飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間での共
同生活、⑤居場所の切り替わり（職場の休憩時など）
　上記のような場面を作らないように注意しま
しょう。また不要不急の外出を控え、都道府県をま
たぐ移動や、混雑する場所や時間を避けて行動す
る習慣を身に付けることで、個人ばかりか世の中
全体の安全が確保されます。
　秋から冬にかけては、インフルエンザも流行時
期に入ります。昨年とは状況が違うかも知れませ
んので、インフルエンザについてもあなどらず、ワ
クチンの接種を率先して受けましょう。

　（適正・安全委員会）

ハツラツ！会員の声 仲間たちと過ごす時間が楽しいですVol.58

■ 中村 眞代さん（78歳）【リフォーム洋裁】

新型コロナウイルス感染症には
基本的な感染予防対策が有効です

こまめに手洗い マスクをつける 密を避ける



理事会報告

令和3年度　第4回理事会　7月28日
（承認された議案） 
　①新規入会承認の件
　②会員開発委員会委員の追加の件
　③ブロック長・副ブロック長・ブロック役員選定の件
　④令和3年度ボランティア活動の件（追加）
　⑤くすのき園農園（シルバー農園）活動の本格実施へ
 向けた準備期間の活動承認の件
　⑥令和3年度お客様向け調査の件

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

　何か新しいことをはじめたい！やってみたい！という
方はお気軽にご相談ください。区内で活動している文
化・芸術・スポーツなど、幅広い分野のサークル情報
や講座・イベント情報を、ご相談に合わせて紹介いた
します。生涯学習相談員や職員がご相談に応じます。

日時：
 ９月３日（金）、13日（月）、17日（金）、28日（火）
  10時～14時
場所：
 生涯学習センター蒲田（蒲田駅前図書館のある
 消費者生活センターの２階）
参加方法：
 予約して会場へ（問合先へ電話またはFAXでご希
望の日時をお知らせください。）
 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、変更
または中止となる可能性があります。

問合先：
 大田区地域力推進課区民協働・生涯学習担当
 電  話　03-5744-1443
 Ｆ Ａ Ｘ　03-5744-1518

生涯学習相談会を開催します！

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(火)
12月28日(火)
1月31日(月)

1月分
2月分
3月分

2月28日(月)
3月31日(木)
4月28日(木)

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17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

清掃研修のご案内

①一般清掃研修
　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、
どなたでもご参加いただけます。
日時： 9月28日（火）14時～15時30分
②マンション清掃研修
　講師が基礎からお教えします。マンション清掃業務に
興味をお持ちの方、初心者の方、どなたでもご参加いた
だけます。
日時： 9月29日（水）14時～15時30分

　一般清掃研修とマンション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。

参加申込みは事業部 TEL.03-3739-6666まで
※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止と
なる可能性があります。

会場  ：  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

　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3年9月30日(木)　価格：282円(税込)
　入荷次第（10月下旬予定）ご連絡しますので、
本部窓口にて代金引換でお受け取りください（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。

2022年版会員手帳の予約について

　シルバー派遣受注一覧表の更新頻度は、従来、
月1回でしたが、令和3年8月から月2回に変更するこ
ととしました。更新日は第1・第3水曜日です。拠点
にご来所いただかなくても、当センターホームペー
ジで閲覧できます。ぜひご覧ください。

シルバー派遣受注情報一覧表について




