
「学びなおし」してみませんか？

シルバー派遣事業が好調です！

　当センターは、平成28年4月に大田派遣事業所を
設置し、シルバー派遣事業を開始しました。それによ
り、請負・委任の契約方法では受けられなかった業務
の受注や、職種の拡大が可能となりました。この4月
に7年目を迎え、契約金額は右肩上がりです。（下表
参照）現在は、都内全てのセンターの売り上げの約8％
を占めるまでになっています。(令和3年度実績)　
　派遣事業のスタートは、平成28年7月、参議院議
員選挙の投票・開票事務でした。当時、請負・委任と
は全く違う「雇用」の考え方に戸惑ったのは、会員の方々
だけではありませんでした。労災保険や社会保険、有
給休暇制度、安全衛生委員会（いきいき人生211号で
紹介）など、職員も初めてのことが多く、一からの勉強
でした。
　本格的な実施は、平成29年4月からの「区立保育園
の保育・調理補助業務」です。この業務の就業会員数

は、都内58センターでも群を抜いていて、「保育の大田」
と言われるほど保育補助業務の拡大は続いています。
　派遣の仕事は、過去の経験や資格を問われることも
多いのが特徴です。現在は、ホテルや老舗店舗での調
理補助や一般事務の業務も増えています。
　今後も、受注拡大に向けて、就業開拓員と事務局が
一丸となって活動していきます。

　派遣に興味のある方は、「派遣説明会・登録会」にご
参加ください。請負・委任との違い、派遣社員で働く
ことについて説明を聞いた後、面談を経て派遣登録と
なります。最近は、センターに入会後、すぐに派遣会
員に登録する方が多くなっています。また、請負・委
任で就業中の会員でも、派遣説明会・登録会に参加す
ることは可能です。月に２～３回開催していますので、
まずはお電話でお申し込みください。

　派遣説明会・登録会
　6月17日（金）
　①9：30 ～②13：30 ～
　6月20日（月）
　①9：30 ～

　不明な点がありましたら、事
務局派遣担当までお問合せくだ
さい。
問合先 03-3739-6666

　令和4年度から研修体系を再構築しました。会員の
皆様に生涯を通じて学び続けていただけるよう、様々
な研修機会を提供していきます。
　就業基礎研修では、あらゆる職群で必要となる知識
（接遇、安全、人権など）を学びます。（就業中の会員は、
3年に1度は受講してください。)　職群別研修では、
職群毎に必要な技術・知識・接遇・安全を清掃分野や
植木剪定基礎（低木）で学びます。未就業会員を対象

に、先輩会員と共に実際に就業してみる体験就業を企
画していきます。身だしなみ、調理のコツなどを学ぶ
就業会員養成セミナーも開催します。
　以上の研修の参加募集は、詳細が決まり次第、チラ
シなどでご案内します。
　また、当センターホームページの会員専用ページに、
研修コーナーを設置しました。Web研修では、接遇・
技能・安全について、いつでも学ぶことが可能です。
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会員数 2,954名
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　社会活動サークル　動画制作キネマの会
　マイ・ビデオムービー上映会開催　２月５日（土）

　環境美化活動　入新井・大森西ブロック　３月２日（水）

　六郷地域力推進センター5階において、六郷ビデオ
クラブ・動画制作キネマの会が主催する上映会が開催
されました。
　コロナ禍の中、受付でマスク着用の確認、検温、手指
の消毒、座席の間隔をとるなど、感染予防に十分配慮し
て開催されました。
　サークルの会長、舩橋進さんから「コロナ禍の中、全
ての楽しみが制約されている現在、ご覧いただいた皆
様が少しでも『楽しかった』と思っていただけたら主催
者として、これ以上の喜びはございません」との挨拶の
後、司会の犬飼輝子さんが映写プログラム13作品を
紹介し、順次映写されました。
　上映された作品の中で藪崎守一さんの作品が「地元
自慢動画コンテスト＠OTA」で、みごと入賞し表彰され
ました。
　六郷神社のユニークな狛犬（豚鼻、へこみの深い目、
短い脚、八重歯）をテーマにした作品です。

●「ちょっとユニークな狛犬」藪崎守一さんの受賞作品

●受付での検温、手指の消毒による感染予防対策

●犬飼輝子さんの司会で13作品を映写
　会員活動の記録「シルバー農園」、地域を紹介した
「私の散歩道ガス橋周辺」、歴史探訪「大森貝塚址」、大
田区の民話を題材としたアニメ「おたふく山のキツネ」
など、多岐にわたる動画の紹介と地域の身近な話題の
動画作品を鑑賞し、来場者30名の皆様は楽しい一時を
過ごしました。

　コロナ禍での活動自粛の状況下、2年ぶりにJR大森
駅周辺の環境美化活動が開催されました。佐伯ブロッ
ク長のガイダンスで参加者21人が3班に分かれ、機関
車公園から、大森駅東口周辺道路のごみ拾いをしまし
た。マスク着用、参加者の間隔をあけ、コロナ感染予防
に十分気を付けて実施しました。グリーンベルトの植え
込みの中に、空き缶や、ペットボトルが多数捨てられて
おり、ごみ拾いには苦労しました。

　自転車交通安全教室　大森西交通公園　４月１０日（日）

　晴れ渡る春らんまんの夏日、交通安全運動の一環
で、大森警察署主催の自転車交通安全教室が開催され
ました。安全ルール「自転車安全利用五則」などの説明
や乗り方の指導を受けました。自転車点検の方法や正
しい乗車方法を学び、参加した会員13名は心地良い汗
を流しました。



　令和2年に「身体を
動かす仕事がしたい」
と考えて入会し、“たす
かるサービス”で家具
移動を1回しました。
　令和3年の夏から八
幡神社で、週2日（月
曜と金曜）、一人で境
内の清掃作業を2時
間担当しています。神
社へ上がる階段、本殿
と境内にある稲荷神

社への通路や広場のごみと落ち葉を掃き掃除し、鳩

やカラスなどの糞（ふん）はタワシでこすって水をか
けて除去しています。夏の暑い時期は体調維持が厳
しく、秋には落ち葉がものすごく、また鳥の糞も日々
あって大変ですが、体力を使うことで体調を整え、神
様に見守られて清掃することで心のメリハリを感
じ、心身ともに元気になれる仕事です。
　家で過ごす時間が多い生活をしていますが、趣味
で家庭菜園に取り組んで、ゴーヤ、なす、きゅうり、ト
マト、ほうれん草などの野菜の種まきや苗を植えて
育て、収穫した野菜を家庭料理に使って楽しんでい
ます。
　これからも頑張って清掃業務を続けていきます。

ハツラツ！会員の声 神様に心を洗われ、すがすがしい！Vol.69

■ 益子 豊彦さん（68歳）【神社境内清掃業務】

　細菌やウイルス、有害な物質に汚染された食品
を食べて、下痢や嘔吐などの胃腸障害などを引き
起こすのが食中毒です。1～2日程で回復すること
が多いですが、原因によっては命の問題となるこ
ともあります。厄介なのが、細菌やウイルスが食
品に付着しても、腐敗とは異なり「味」「色」
「におい」は変わらないことです。
　これからの時期は主に細菌に注意です。種類に
よって食品を食べてから症状が出現するまでの潜
伏期間や症状が異なります。人の皮膚の傷口など
に繁殖する黄色ブドウ球菌（食後１～5時間）、
生の魚介類などに生息する腸炎ビブリオ菌（食後
8～24時間）、鶏や卵な
どに生息するサルモネラ
菌（食後4～48時間）、
自然環境に広く分布して
いるウェルシュ菌（食後6
～18時間・カレーの中心
部で繁殖し、かつ耐熱性
が高いことが有名）は、
食後１日以内に発症することが多いです。
　生肉などに生息するカンピロバクター菌（食後
1～7日、平均2～3日）は食後数日で水様の下
痢、血便、腹痛、37～38℃の発熱、頭痛、吐き
気などの症状が出現するため、風邪と間違われる
場合も多くあります。そして腸管出血性大腸菌
（O157など）は潜伏期間が食後1～14日（平均

3～5日）と長く、下痢に加えて激しい腹痛や血便
の出現は要注意です。乳幼児や高齢者は脱水から
尿毒症となり、死に至ることもあります。
　その他、サケやイカなどの寄生虫アニサキス
は、生食後1時間から2週間で激しい腹痛が出現。
治療は内視鏡でアニサキスを摘出します。サバな
どの青魚の鮮度が落ちたときに発生するヒスタミ
ン中毒（食直後から約1時間後に舌のしびれ、顔
面の紅潮、発疹、吐き気、腹痛、下痢などのアレ
ルギー様食中毒：感染性の食中毒ではない）があ
ります。

食中毒の予防のために次のことに注意しましょう。
◆鮮度の高い食材を選ぶこと。
◆食べる前によく洗うこと・加熱すること。
◆食中毒菌は室温状態で増殖するので
　買った食品はなるべく早く冷蔵庫に。
◆冷凍食品の解凍は室温ではなく冷蔵庫内か
　電子レンジで。
◆そして作った料理は
　早めに食べましょう。

安 全 コ ー ナ ー 食中毒に注意しよう！

大田派遣事業所（大田区シルバー人材センター）
産業医　ヨコヤマクリニック

横山　真也



植木剪定基礎（低木）研修のご案内

　植木剪定基礎講習会を開催します。初心者の方も
大歓迎です。お気軽にお申込みください。 
日　　時 ： 6月27日（月） 午前9時～午後4時
募　　集 ： 6月6日から受付開始  先着6名
場　　所 ： 大田区シルバー人材センター  会議室
服　　装 ： 動きやすい服装、マスク着用
持 ち 物 ： 飲み物・弁当
申込方法 ： 電話 03-3739-6666 事業部まで

理事会報告

令和4年度　第1回理事会　令和4年4月27日
（承認された議案）
　①新規入会承認の件
　②規程等の一部改正の件
　③令和4年度ボランティア活動の件（追加）

　今年度も10月に展示会を開催いたします。展示物と
して会員の皆様の作品を募集いたします。詳細につい
ては、７月号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。
問合先　03-3739-6666　担当　西尾・加藤(潤)

展示会のお知らせ

　センターでは、『就業・社会奉仕活動・研修・総会中
等の傷害事故（往復途上の事故も含む）』と『就業中
の賠償事故』に備えて保険に加入しています。（保険料
はセンターが負担します。）事故が発生した際は、速や
かに事務局にご連絡ください。
　特に『就業中の賠償事故』について、会員自身で「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はしないようにお願いしま
す。※令和4年度版のご案内をホームページの会員専
用ページに掲載しました。

「シルバー人材総合補償プラン」のご案内

　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。センターのホーム
ページからもご覧いただけます。スマートフォン・パソ
コンをご利用の方は是非ともお試しください。
　ログインに必要な【ＩＤ】と【パスワード】は入会時
等にお知らせしていますが、チラシを本誌に同封しま
したのでご覧ください（会員限定情報です。）
　派遣業務の受注情報一覧表はID・パスワードなしで
も閲覧できます。

受注情報一覧表入手方法について(ホームページ編)

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

求む！シニア人材！
合同就職面接会の開催

○内容
　10社ほどの企業が参加する就職面接会です。
　1日で複数企業の面接を受けることができます。
　求人内容の詳細は6月14日（火）から下記問合先
にて閲覧できます。
○対象
　おおむね55歳以上の求職者
○日時
　令和４年７月５日（火）
　午後１時30分から４時（受付は３時00分）まで
○会場
　大田区産業プラザPiOコンベンションホール
　（大田区南蒲田１-20-20）
○定員
　70名程度
○申込方法
　問合先にて事前予約の上、面接する企業数の履歴
書（写真貼付）を用意して下さい。
○問合先
　(社福)大田区社会福祉協議会
　大田区 いきいき しごと ステーション
　大田区西蒲田7-49-2 
　大田区社会福祉センター７階　
　電話03-5713-3600　FAX 03-5713-3602
　※開所時間　平日（月～金）９時から17時
◯災害等やむを得ない事情によって中止になる事
があります。

ホームページからの受注情報一覧表入手方法

①ホームページ
　http:/www.ota.sjc.or.jpにアクセス ▶
②「会員の方へ」をクリック
③【ID】、【パスワード】を入力し、ログインをクリック
④受注情報一覧表をクリック

クリック クリック


