
　平成13年4月に「高齢作業所」として蒲田に立ち上げた作業所が翌14年6月に「こらぼ大森」内に移転。組立
などの内職作業を行う就業会員のための施設です。「こらぼ大森」は統廃合により廃校になった小学校を改装し
様々な区民の活動支援施設として利用されています。その3階にあるのが「大森西作業所」です。実は、大規模複
合施設への建て替え工事が進行中で、8年後に完成が予定されています。駐車場が使えなくなり搬入搬出に苦労
し、部屋も手狭になった中で、奮闘中の作業所の現場をご紹介します。

　全就業者は12名（指導員3名含む）。取材当日は6名でした。就業時間は平日8時30分から１５時まで。週2日
～3日就業される会員が多いとの事ですが、午前中のみという方も。就業前にラジオ体操をしてから、各人の持
ち場で作業開始。それぞれの会員が自分の担当業務のローテーションに従いながら作業を行っていました。
 作業所では①電子機器などに使われる結束クリップ（総称）の手作業での加工・梱包②菓子箱組立③造花づく
り④取扱説明書折りなどを受けています。この日は①番の結束クリップ作業が行われていました。

←配線用結束クリップ↓
　壁固定式の絶縁クリップで
多くはパソコンボード周りの
小配線固定に使われるもの。
　作業所では3名で
　●キットの不用部分断裁
　●キット裏面両面テープ貼り
　●キット１個単位に断裁
　の作業を分業で行っている。

←多芯ケーブル用結束クリップ↑
　産業機械、配電盤、自動車など
OA関連機器に使用されている幅
広絶縁クリップ。
　およそ20種類の同クリップに包
装対応している。上の写真は作業
心得と詳細な指示書例。納品され
たキットを念入りに本数確認。指
示書に従い、キットから注意深く
切り離し梱包する。作業は２名で
行い、全て手作業。使用する小道
具は就業会員が使いやすいように
工夫したもの。

←梱包済みの
多芯ケーブル
用クリップ

詳細な指示書〔作業心得〕

就業現場紹介【23】 大森西作業所（こらぼ大森内）
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くすのき園利用者も大喜び‼「シルバー農園」ジャガイモ収穫祭

【「シルバー農園」開園から1年経過】
　7名のファームリーダー（菜園指導者）と37名の
ファームメンバー（菜園作業者）が、農園作業を6班で
週3日作業し、色々な作物を栽培、収穫しています。
【ジャガイモ収穫祭を6月17日(金)に開催】
　くすのき園の大津園長
から感謝の挨拶、利用者
から収穫への期待が述べ
られました。高済総務委
員長が「ジャガイモ（男爵
芋）収穫を皆さんと楽しくやりましょう！」と盛り上げま
した。
【ジャガイモ収穫は楽しかった！】
　シルバー会員が支援して、くすのき園利用者が土を
掘り、大きなジャガイモを見つけて驚く姿、カゴいっぱ
いにとり集めて楽しむ様子が見られました。

並んで楽しくジャガイモ掘り（後列もジャガイモ畑）

　7月10日（日）に投開票が行われた参議院議員選挙において、シルバー会員が派遣事務として就業しまし
た。前日の区内70カ所の設営を含む投票事務に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名の会員が従事しました。

くすのき園の大津園長と利用者のみなさん

【ジャガイモは、くすのき園利用者へ配分】
　大津園長のお礼と利用者からの「とても楽しかっ
た！」「たくさんとれて嬉しい！料理に使います」「お菓子
にして食べたい！」など喜びあふれる感想に、ファーム
リーダー＆メンバーも感激して「お礼と喜ぶ姿に大満足
してモチベーションが上がり、これからも頑張ります！」
との声がありました。

６月２７日 当センター会議室植木剪定基礎 (低木 )研修  

　センターからの募集に
応募した５名の会員を対
象に行われました。
　当センターの剪定業務
歴11年の薄羽信行氏を

講師に、丸一日の研修となりました。木を守り美しく見
せる各種テクニックを、昼食をはさんで座学と実習で
学びました。
　予想外に早かった梅雨明けの暑さの中、実習では、
センター周りのつつじ他の剪定を行いました。講師か
らは「大胆かつ繊細に。時々はなれて全体を見てくださ
い」などの声。受講者からは「風を通す、光を当てること

の大切さを再認識しました」などの感想が聞かれまし
た。
　今年度は研修体系が再構築され、職群別研修として
初めての植木剪定研修でした。受付開始後すぐに予定
人数に達し、快調なスタート。今後が期待されます。

■ 参議院議員選挙 投票・開票事務に従事しました ■

初めての！

講師作成のテキストより

だんしゃく

いも



安 全 コ ー ナ ー 新型コロナ・インフルエンザ対策

　都内の新型コロナウイルス新規感染者が再度増加
に転じ始めた6月に、2020年3月以来2年ぶりとなる
インフルエンザによる学年閉鎖が小学校でありまし
た（この原稿はコロナ第7波が始まった7月上旬に作
成しています）。
　さて、南半球に位置するオーストラリアは日本とは
季節が逆になるため、6～8月は本格的な冬となりま
す。この時期のインフルエンザ流行による患者数は、
その年の12月～翌年2月にかけて日本でのインフル
エンザの流行を予測する重要な指標とされています。
オーストラリアでも過去2年間は日本と同様にイン
フルエンザはほとんど流行しませんでした。ところ
が、今年はなんと本格的に大流行しているのです。つ
まり、この冬は日本でも大流行する恐れがかなり濃厚
となっています。更に、未だ終息の兆しの見えない新
型コロナウイルス感染症との同時流行も起こりうる
ので、とても心配です。
　日本ワクチン学会は6月23日に、「今年のインフル
エンザワクチン接種を強く推奨する」という見解を発
表しました。何故なら、過去2年間は全くインフルエ
ンザが流行していないため、ブースター効果もなく体
内の抗体価は下がってしまっています。そのためこの
冬にインフルエンザが流行した場合、例年よりも重症

化しやすくなり、その結果、死亡者や重症者が増える
ことが懸念されています。重症化するリスクの高い
65歳以上の高齢者や生後6か月以上で5歳未満の乳
幼児、それに妊婦や基礎疾患のある人などは尚の事
です。
　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは、ど
ちらも飛沫感染を主体とした感染力の強いウイルス
感染症です。まめな手洗いや屋内でのマスク着用、人
混みを避けるなど、基本
的な感染対策を根気強
く続けることが有用で
すが、大流行してしまう
と完全には防ぎきれま
せん。ましてや新型コロ
ナウイルス感染症との
同時流行は可能な限り
避けたいところです。
　今年こそは是非、インフルエンザワクチンを接種し
に行きましょう。

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

ハツラツ！会員の声 健康で元気に働く喜びを！ Vol.71

■ 大貫 高義さん（81歳）【ブロック長・掲示板管理業務】
　 自 動 車 販 売
ディーラーのサー
ビス部品供給会社
を定年退職してか
ら、妻や友人と「四
国八十八カ所遍路
の旅」をし、さらに
車で日本一周を9
年間で達成しまし
た。その後、北米に
も足を延ばし、バン
クーバーからジャス

パー(1300㎞)を2週間でドライブしたのも良い思い
出です。
　その後、心臓病をわずらいましたが、健康を取り戻
し、センターに入会しました。現在は掲示板管理業務
に就業しています。ジャーマン通りの15カ所の掲示
板を担当しています。風雨の時の作業は苦労します
が、楽しく仕事をしています。
　1年前からシルバー農園事業に参加し、作物を育
て、収穫を楽しみながら1年が経ちました。動画制作
キネマの会やこらぼのシルバーサロン、環境美化活
動にも参加し、楽しみながら地域ブロックの会員とも
触れ合い元気に活動しています。



理事会報告

令和4年度　第4回理事会　令和4年7月27日
（承認された議案）
　①新規入会承認の件
　②ブロック役員選定の件
　③令和4年度ボランティア活動の件（追加）
　④［OTAふれあいフェスタ2022］への参加申込み等の件

　購入希望者は事務局本部（03-3739-6666）に電
話でご連絡ください。
【予約締切】令和4年9月30日(金)　価格：297円(税込)
　入荷次第（10月下旬予定）連絡しますので、本部の
窓口にて代金引換でお受け取りください（支払受付時
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。

2023年版会員手帳の予約について

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30日（水） 11月分 12月28日（水）

「お困りごと相談」のお知らせ

 次の日程で「お困りごと相談」（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16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 先 ： 事務局 鈴木  電話 03-3739-6666

「健康セミナー」開催のお知らせ

　高齢になっても健康でいきいきと暮らすために、何
に気を付けたらよいのか。摂取すべき栄養、認知症・
転倒予防、休養のとり方など、シルバー世代が気にな
る事柄について、介護予防主任運動指導員の講師が
お話しします（一部体験もあり）。 
　大田区民であれば、会員以外の方もご参加いただ
けます。ぜひご友人を誘ってご参加ください。

※応募者多数の場合は抽選です。
※詳細は同封のチラシ・会員HPをご確認ください。

日　　時 ：
場　　所 ：
申　　込 ：
参  加  費 ：

10月19日(水)10時～11時30分
ティップネス蒲田店（蒲田5-28-8）
電話 03-3739-6666 鈴木、五十嵐
無料

日　　程 ：
時　　間 ：
募　　集 ：
場　　所 ：
服　　装 ：
申込方法 ：

9月22日(木)、9月27日（火）、11月29日（火）
①9時30分～12時　②13時～15時30分
9月5日から受付開始 先着6名/回
ふれあいはすぬま1階 会議室
動きやすい服装、マスク着用
電話 03-6715-9855 蒲田分室まで

ハウスクリーニング・安全研修のご案内

　新たにハウスクリーニング業務をやってみたい方、す
でに業務に携わっている方、どなたでも参加できます。
ふるってご参加ください！

※詳細は同封のチラシ・会員HPをご確認ください。

展示会 展示作品 追加募集のお知らせ 

　いきいき人生7月号に同封した展示会の展示作品に
ついて、追加募集を行うことになりました。
　応募期間に間に合わなかった方や追加で作品を応募
したい方は奮ってお申込みください。詳細は、同封のチ
ラシ・会員HPをご確認ください。

日　　時 ：

募　　集 ：
場　　所 ：

服　　装 ：
持  ち  物 ：
申込方法 ：

9月26日(月)9時～16時

9月6日から受付開始 先着10名
午前　当センター本部 会議室
午後　くすのき園(南六郷3-23-9）
動きやすい服装、マスク着用 
飲み物・弁当
電話 03-3739-6666 事業部まで

第2回　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、就
業希望の方も、お気軽にお申込みください。

※雨天延期　9月29日(木)9時～16時

大 田 区 か ら の お 知 ら せ

自転車の盗難にご注意ください！
　大田区内で自転車の盗難が多発しています。
　特に住宅での盗難が多く、盗まれた自転車の約6
割にカギがかかっていません。
　自転車は買い物等で手軽に使用できる便利な乗り
物ですが、施錠をせず停めたままにしていると簡単に
盗まれてしまいます。停めたはずの自転車が盗難に
遭えば日常生活に大きな支障があります。
盗難に遭わないためには 
〇わずかな時間でも自転車から離れる時は必ずカギ
　をかけましょう。
〇住宅や駐輪場でも油断せず必ずカギをかけましょう。
〇特にカギはツーロック（二重ロック）が効果
　的です。自転車へのカギかけは区の条例で
　定められています。盗難防止に
　はカギかけの意識が大切です。
問合先
都市基盤管理課　交通安全・自転車総合計画担当
電話 03-5744-1315　ＦＡＸ 03-5744-1527
防災危機管理課　防災危機管理担当
電話 03-5744-1634　FAX 03-5744-1519
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