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令和３年７月29日（木）今回就業訪問し
ましたのは、除草作業の現場です。
都営地下鉄三田線本蓮沼駅、まなぽー

と大原「大原社会教育会館」近くの板橋区大原
町にある個人宅です。

仕事の内容
　当日は日中の気温が33℃になることから、作
業は午前７時頃から始まり（それでも28℃）早
朝の気温の低い午前中の時間帯に作業を終了す
る様に時間設定をしています。
　決して楽な仕事ではなく、暑い時期で、中腰
や屈みこんでの作業が多く体力を使う仕事で、
忍耐と根気のいる仕事です。ご苦労も多い事と
思います。

　従事職人（会員）は、安井　璋さん（80歳）と
弓子さん（74歳）のご夫婦です。

　作業に当たっては、長袖・長ズボン・手袋・
帽子を着用し、蚊取り線香等の害虫対策と熱中
症対策には万全を期しています。

シルバー
就業場所
訪問
除草作業

蚊取り線香を身に
付け、虫よけ対策
をして作業してい
る弓子さん
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　作業中にも気さくに話をして下さいました。
ご夫婦が手分けして手際よく、仲良く作業を
行っており、丁寧な作業内容により、お客様から
の指名も多いと聞いております。今回の個人宅
も５～６年続けて伺って作業している様です。

・登録者数　　　　16名
　　　　　　　　　（男性15名、女性1名）
・年間実働件数　　950件
　　　　　　　　　（延日数1,521日）
・�時期的には、草木が茂る5月から11月で
809件・85％を占めています。

余談
　璋さんは、日頃から血圧と血糖値が高く薬を
服用していましたが、最近になって数値が高く
なってきたので、マンジェリコン（薬草）の葉
を３～４枚食べ続けたところ、数値も下がり薬
も服用しなくて良くなったとのことです。マン
ジェリコンは璋さんの体質に合っているのかも
しれませんね。
　コロナワクチン接種後は、弓子さんは、発熱
されたようですが、璋さんは、コロナワクチン
接種後の翌日に作業を行い、発熱等の体の異常
は特に何もなかったようです。

　また、笹の除草では、素手でバリバリ引き抜
いて作業を行うたくましい手からは想像できな
いような、一枚の紙から折り鶴を織り出す作品
を作るなどの器用さも兼ね備えていらっしゃる
方です。

〔取材：広報委員　Ｓ.Ｔ〕

シルバー人材センターにおける除草
作業の登録者数と実働件数（令和２年度）

区内での除草作業で16名の職人の皆様が活躍中！

除草作業は、６月～９月頃が繁忙期で、作業中には虫刺されなどもあり大変な仕事
ではありますが、草が綺麗にかられた後の達成感に喜びを感じる方も多くおります。
除草や草刈り作業など経験者の方をはじめ、体力に自信のある方や、この記事を見
て興味を持った方等、職人として働きたい方はぜひご連絡下さい。
� 事務局：03－3964－0871 ／担当者：森山

安井さんが
1枚の紙から作った

作品

除 草 職 人
大 募 集 !!

植物の知識が豊富で、作業をしている最中にも
関わらず、丁寧な説明をしてくれました
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vol.53

　第１回安全管理委員会にて令和２年度中に発生した事故について、分析及び再発防止策
について検討されましたので、一部を報告致します。

傷
　
　
　
害
　
　
　
事
　
　
　
故

事故事例 傷害内容 安全就業基準 再発防止策
帰宅途中、交差点付近の歩道で、段差につま
ずいて転倒した。その際右手首付近を打撲し、
骨折した。

骨　折 第３条（５）
段差等がある場合は、慌て
ずゆっくりと通過し、危険
予知で未然防止に努める

帰宅途上、交差点で信号待ちをするため、乗っ
ていた自転車のペダルから左足を地面に着け
ようとした際、ペダルに足が接触しバランス
を崩し、胸からガードレールへ激突。

骨　折 第６条１項
自転車を停車する際は停
車位置の状況を確認し、安
全に停止する

就業を終えて自転車に乗り就業先から自宅間
を走行中、信号のない交差点を左折したとこ
ろ、左折先から右折しようと徐行していた車
に正面から衝突した。

打撲挫傷 第３条（８）
第６条１項

信号のない交差点は大変
危険なため一旦停止する

施設管理の就業中、低木の剪定をしていたと
ころ、枝に付いていた茶毒蛾に刺された。 虫刺され 第７条 作業前に作業環境を十分

に確認する

就業先に徒歩で向かっていたところ、後方よ
り車が近づいてきたので危険を感じ避けた
際、地面にあった格子状の側溝蓋に足を取ら
れ転倒した。

骨　折 第３条（８） 危険予知と自分の運動機
能の低下を自覚する

　事故を未然に防ぐには、会員の皆さん一人ひとりの安全意識が何よりも大切です。
　体力の衰えを自覚し、筋力の強化を心掛けるとともに常に危険予知を行いましょう。

自転車

講　 習
安全運転

ご自身の自転車でコースの走行体験に参加して頂きます。
その後にスタントマンによる迫力ある事故の再現を
目の前で観ることができます！！

日　時　　令和３年11月８日（月）
　　　　　14時00分～16時00分（予定）
　　　　　※少雨決行　荒天中止
　　　　　※雨天中止

場　所　　旧板橋第九小学校
　　　　　板橋区栄町6－１

申　込　　９月27日（月）から受付開始
　　　　　定員30名（30名に達した時点で受付終了）
　　　　　▶事務局へお申込みください
　　　　　　☎3964－0871

当日は、
ご自身の自転車で
お越しください。

＼昨年度大好評！！／
＼昨年度大好評！！／
＼昨年度大好評！！／
＼昨年度大好評！！／
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◎地域班懇談会の予定◎
　会員の皆様の交流や意見交換、事務局への質問など意思の疎通を図る場として
地域懇談会の開催を予定しております。

地域班 会　場 住　所 日　付 時　間
熊　野 熊野地域センター　洋室 熊野町40-9 10月12日（火） 14：00～

桜　川 桜川地域センター　２階洋室 東新町2-45-6 10月13日（水） 10：00～

中台Ｂ 中台地域センター　レクホール 中台1-44-8 10月21日（木） 14：00～

仲　町 仲町地域センター　洋室 仲町20-5 10月27日（水） 14：00～

大谷口 大谷口地域センター　２階洋室 大谷口2-12-5 10月28日（木） 10：00～

中台Ａ 中台地域センター　レクホール 中台1-44-8 10月28日（木） 10：00～

仲　宿 仲宿地域センター　レクホール 氷川町12-10 11月10日（水） 14：00～

常盤台 常盤台地域センター  第１レクホール 常盤台4-14-1 11月19日（金） 14：00～

〜新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い〜

来　場　前

□検温し、発熱等の風邪症状がみられる時は来場を控えてください。

□都内の感染者数等、周囲の状況に鑑みての欠席も遠慮なくお申し出ください。

当　　　日

□会場受付での検温（非接触方式）にご協力ください。

□会場内ではマスクの着用をお願いします。

□会場内での大きな声、近距離での会話は避けてください。

□こまめな手洗い、アルコール消毒による手指消毒をお願いします。

□懇談会中に体調が悪くなった場合は、速やかに職員へお申し出ください。

終　了　後

□ �懇談会終了後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、�
速やかに事務局までご連絡願います。

◉�各会場では、ソーシャルディスタンスを保てるよう、間隔を空けて座席を配
置致します。
◉�感染者数の増加等により、会場貸出が中止となった場合、懇談会を中止とす
る場合がございます。中止となる場合は、該当地域班の出席予定者に対し、
個別にご連絡させていただきますので、出欠席ハガキの事前提出にご協力い
ただきますようお願い申し上げます。
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会 員 投 稿 紹 介

〜サンコウチョウ（三光鳥）の営巣〜
� 成増班　岩間�喜之�会員

　一般的に５月、６月は野鳥撮りにとっては忙しい時期である。５月初めには雌に比べて色鮮やかな
雄がディスプレイをして雌の気を引きペアリングを成功させる。そして、雌は卵を産み営巣に入る。
抱卵は雄と雌で交互に行う。サンコウチョウ（写真❶）の営巣を見られるのもこの時期である。尾羽の
長い雄も器用に尾羽と頭を巣から出して抱卵していた（写真❷）。
　抱卵日数は12〜14日で順調に行けば雛の誕生になるが、雌は匂いのある卵の殻を遠方へ運び出し
ていた。推察であるが、天敵の蛇に気づかれないように巣を守っているのであろう（写真❸）。今年も案
の定、雛誕生の１日前に巣の下に蛇が目撃されている。そして、30分程親鳥は営巣を放棄したそうで
ある。雛は孵化後８日〜12日で巣立つそうであるが、今年の雛は４羽確認されている（写真❹,❺）。頻繁
に雄と雌が交互に餌である昆虫を運び給餌する姿は健気である。そして、これもまた推察であるが雛
の糞も蛇に気づかれないように、これは雄の仕事であろう遠方に運び出していた（写真❻）。このサンコ
ウチョウの巣は、外側にウメノキゴケをクモの糸で張り付ける、比較的頑丈な巣で普通は天敵から逃
れる為に比較的木の上の方に作るが、今年は目線より上方にあり、撮影には適宜であった。しかし、木
陰で暗く肉眼では、殆ど見られない場所の為、300mm.f：2.8のレンズを全てマニュアル（M）でfは2.8
といっぱいに開いて、シャッタースピード（S）は1／20から1／100秒にセットした。当然、三脚とレ
リーズスイッチを駆使しての撮影であった。又、雛が誕生してからはカメラマンの数が急に増えるの
で心配ではあるが、その前の抱卵中も親鳥は神経質になっている、特にこの鳥は簡単に営巣を放棄す
ると聞いていたのでカメラマンのマナーには気を付けたいものである。来年も撮影しやすい場所に巣
を作って、尚且つカメラマンの良いマナーに期待したいものである。

� 撮影期間：（2021年6月9日～17日）

❶� サンコウチョウのオス❶� サンコウチョウのオス

❹� メスの給餌❹� メスの給餌

❷� オスの抱卵❷� オスの抱卵

❺� オスとメスの給餌❺� オスとメスの給餌

❸� メスの殻出し❸� メスの殻出し

❻� 幼鳥の糞を運び出すオス❻� 幼鳥の糞を運び出すオス
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保 育 講 習

小豆沢
　体育館 案内業務
小豆沢
　体育館 案内業務

令和３年７月13日・28日の２日間、区立グリーンホール601会議
室にて会員研修（保育講習）を実施しました。今回の研修は、第三
ブロックシルバー人材センター（豊島区、中野区、新宿区、練

馬区、杉並区、板橋区）に所属する保育補助業務や育児支援サービス業務で就業
する会員が対象で、緊急事態宣言下にもかかわらず２日間で約60名の会員に
参加していただきました。
講習の内容は、保育を実施する上で基本となる「保育者としての心得」から、

「子どもの発達過程」、「感染症」など幅広いものでした。また、講習の合間には、
「紙コップけん玉」や「紙皿ブーメラン」など子どもと一緒に作れるおもちゃを
作ったりして、３時間にわたる講習でしたが、終始笑いの絶えない楽しい講習会と
なりました。
今回の講習で得た知識を日々の就業に役立てていただき、保育園側から
も園児からも喜ばれるお仕事を提供していただければ幸いです。講習
に参加された皆様本当にお疲れ様でした。

保育補助業務について
板橋区シルバー人材センターでは、現在、派遣契約の活用により保育補助
業務の受注が増加しています。主な仕事内容は、お散歩の付き添い等保育
士さんの補助から園内清掃、消毒までと幅広く、女性会員が活躍していま
す。保育補助業務を希望される方、保育士資格を所持している方、又はこ
の業務について質問等ある方がいらっしゃいましたら、事務局までお気軽
にお問い合わせください。

東京2020オリンピックの開催により、板橋
区立小豆沢体育館はイタリアバレーボールチー
ムの専用練習会場として貸切状態となりまし
た。それに伴い、大会関係者以外の立ち入りが禁
止となったため、訪問者に入館禁止を伝える案
内役が必要となり、本業務のお話をいただく事
になりました。

業務内容は、誤って訪問された一般利用者やイタ
リアチームを応援しようと訪ねられたファンに対
し、入館出来ない旨を周知することが主な内容で
す。猛暑の中の過酷な業務となりましたが、就業さ
れた会員からは、オリンピックに携わることが出来
て嬉しかったなど、充実した様子の声を聞くことが
出来ました。就業された皆様お疲れ様でした。
尚、本業務は、急な中止や時間変更を伴う業務の
ため、緊急時に対応可能な体育館近隣にお住まいの
会員に限定し、お声掛けをさせていただきました。

就業中の会員
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就 業 希 望 者 登 録 説 明 　 選 考 会＆
　就業希望者登録名簿を作成するための『説明・選考会』を開催いたします。この名簿に登録されても、必ず就業できると
は限りませんが、新たな募集や欠員が出た場合には、地域性を考慮した上で優先的に連絡させていただきます。

※会場は全て板橋区立グリーンホール（板橋区栄町36─1）
※所要時間はいずれも２時間程度となります。

１ 仕事の概要説明。
２ 個別面談を行い、選考いたします。
※ 有料自転車駐輪場については、計算問題の筆記テストがあります。

完全予約制　必ず事前に予約をして下さい。（複数申込可）
シルバー事務局　☎3964─0871

選考職種・日時

内　　容

申　　込

◦就業時間………………�午前6：00～午後1：00／午後1：00～午後8：00�
（※両時間帯とも就業できる方）

◦就業日数………………土・日・祝を含む　月10～13日程度
◦配  分  金………………1,013円／ 1時間　交通費なし
◦就業内容………………�①定期利用及び当日利用申請の受付、書類等の事務処理�

②自転車整理、場内清掃　③券売機の操作

有料自転車駐輪場　10/19（火）午前10：00～　6階601会議室　　※75歳まで

◦就業時間………………�午前8：00～午前11：00／午後1：00～午後4：00�
（※両時間帯とも就業できる方　担当エリアにより、時間帯が異なります）

◦就業日数………………土・日・祝を含む　月10日程度
◦配  分  金………………1,013円／ 1時間　交通費なし
◦就業内容………………�①放置禁止区域に駐車してある自転車に警告札を貼付する�

②駐車しようとする利用者に、放置禁止区域であることを啓発する�
③専用機器の操作（一部エリアのみ）

放置自転車防止業務　10/19（火）午後2：00～　6階601会議室　　※75歳まで

◦就業時間………………�午前7：30～午前8：30／午後1：00～午後4：00�又は�午後2：00～午後5：00�
（※1日に2つの時間帯就業）

◦就業日数………………月～金の通学日　月10日程度
◦配  分  金………………1,013円／ 1時間　交通費なし
◦就業内容………………�登下校時の誘導と安全指導�

（元気で子ども好きな方、雨天でも就業、夏・冬・春休み期間は�
就業なし）

学童擁護　10/22（金）午前10：00～　6階601会議室

［申込締切］

10/18（月）
午後4時

［申込締切］

10/13（水）
午後4時

［申込締切］

10/13（水）
午後4時
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　入会をしたけれどまだ仕事をしていない方、仕事をしているけれど当初の条件と変わって
きたので相談したい方などは、是非お越しください。情報提供を含め応対いたします。

　＜日　時＞　10月21日（木）午前９時30分～午後２時まで
　＜場　所＞　シルバー人材センター２階会議室
　＜申　込＞　完全予約制　シルバー事務局　☎3964-0871

個別就業相談会のお知らせ

　ここに送るのが正しいのかはわかりませんが、お伝えしたかったので。
　毎朝子どもたちのために旗振りをなさっているおじい様がいらっしゃいます。私は毎朝
出勤のためそのそばを通るのですが、大人のわたしにも、サラリーマンのおじさまにも、
等しく声をかけてくださいます。昨年ここに引っ越し、一人暮らしのため当然近所でそん
な声を掛け合うこともないので、その一言を交わすことがとてもうれしいのです。直接「い
つも声をかけてくださってありがとうございます」とお伝えしたいのですが、まだ気恥ず
かしく。そのかわり感謝を込めて挨拶を返しております。子どもの見守りだけでなく、毎
朝憂鬱に出勤している大人のわたしにも（笑）
　朝から優しさをくださるかたがいるこの町に引っ越してきてよかったなと感じておりま
す。どうぞご無理のないようお元気でいてほしいです。志村２丁目付近で旗振りをなさっ
ているおじい様、いつもありがとうございます。
� 区内在住匿名の方より

児童だけでなく、地域の方にとっても大きな役割を担っているお仕事です。
ご興味を持たれた方は登録選考会へお申し込みください。

感謝の手紙 板橋区教育委員会宛てに
届いたメールです。



会 員 数
総　数 (令和3年8月1日現在）

男性 1,923人
女性 1,111人
合計 3,034人

入退会者数 (令和3年  6、7月分)
☆入会者数　　 79人 
★退会者数　　 100人

就業報告書提出日と配分金支払日

就業報告書提出締切日 配分金支払日

９月就業分 １０月５日 ( 火 ) １０月１５日 ( 金 )

１０月就業分 １１月４日 ( 木 ) １１月１５日 ( 月 )

次回「生きいき」202号は、11月に発行予定です。

就業情報サービス
（１）電話による就業情報サービス
　　  毎日24時間、テープによる就業情報を案内しております
　　  〈男性用〉の情報案内　3964－7311　　〈女性用〉の情報案内　3964－7312
（２）ホームページによる就業情報サービス
　　   検索サイトで「板橋区シルバー人材センター」で検索後、ホームページを開き、 

ページ内右下部「就業情報」をクリックして確認してください
（３）就業情報の掲示
　　  シルバー事務局内及びWORK'S高島平の掲示板に掲示しております

内容は毎月  ５日、15日、25日  に更新しております

※（１）～（３）は
　全て同じ情報です

解説編

試してみよう！　KY（危険予知）シート
生きいき200号７ページ目の解説です。
就業途上での事故防止対策のポイント!!

人に気付かず激突する
▶慌てず、少し先の状況を
　確認しながら歩く

慌てているため、
路面の状況に
気付かず転倒する
▶慌てず時間に
　余裕を持って
　行動する

濡れた路面で滑って転倒する
▶慌てず慎重に歩行する
　路面を確認して歩行する

障害物（空き缶）や
段差につまずいて転倒する
▶慌てず慎重に歩行する
　路面を確認して歩行する

車や自転車が
斜め横断の会員に
気付かず激突する
▶会員は
　横断歩道を使う


