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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
志村坂上

会

場

住

所

小豆沢2-19-15

志村坂上地域センター

日

付

12月13日（月）

時

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、懇談会も中止とな
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。

間
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「安全就業標語」募集 !!

安全第

一

〜代表作品を「東京しごと財団」に推薦し、優秀作品が表彰されます〜
令和３年度の安全就業の普及・啓発活動の一環として「安全就業標語」を募集します。就業中及
び就業途上の事故の撲滅を目指し、安全就業に係る意識を高めましょう。皆さんの作品をお待ちし
ています！

テーマ１「交通事故防止」
令和３年度中、コロナ禍の影響による就業機会減少にも関わらず、東京都のシルバー人材センターにて
就業経路途上での死亡交通事故が発生しました。
交通事故は転落・墜落事故と並んで重篤事故に最もつながりやすい事故です。日々の就業の中でいか
にして交通事故を減らしていくのか、思いを馳せていただき安全意識の普及を図るとともに事故低減に
つなげていくことを目的としています。

テーマ２「フレイル予防について」
センターは、会員が健康で活力ある生活を送ることができるよう、健康寿命を伸ばすことが大切である
と考えています。フレイル予防の３つの柱は栄養・運動・社会参加です。これら３つの柱をうまくリンク
させて自分の生活スタイルに組み入れていくことが大切です。標語を通して、改めてフレイル予防につい
て考えていただくことで会員一人一人の健康寿命に関する意識付けを目的としています。
●フレイル予防とは？
人は年を取ると段々と体の力が弱くなり、外出する機会が減り、病気にならないまでも手助けや介護が
必要となってきます。このように心と体の働きが弱くなってきた状態をフレイル（虚弱）と呼びます。

応募締切 ……

１月21日（金）

応募方法 …… 下の応募用紙を切り取って、郵送・FAX又は事務局までお持ち下さい。
〒173-0004 板橋区板橋2-65-6
FAX：03-3579-4907

板橋区情報処理センター２階

キ リ ト リ セ ン

「安全就業標語」応募用紙
会員番号・お名前

テーマ１
交通事故防止

テーマ２
フレイル予防について
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今年度の普通救命講習について

お知らせ

例年、板橋消防署にて行った普通救命講習は、今年度におきましては
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施しないこととな
りました。

とら
とら

来年は寅年！

年男・年女を迎える方大募集！
次回の生きいき203号は、新年号です。そこで、来年の年男・年女の皆さんに来年一年の
抱負を伺い、新年号に掲載したいと思います。
寅年生まれの方、ご応募お待ちしております！
応募締切
応募方法

12月６日（月）

下の応募用紙を切り取って、郵送・FAX又は事務局までお持ち下さい。
会員番号

氏名

来年の安全(健康法など)に関する抱負を記入

＊記事には、生年月日とお写真を掲載させていただきます。
＊ご応募いただいた方は、後日事務局にて写真撮影及び
お話を伺わせていただきます。
＊ご応募いただいた方には、粗品を差し上げます。
〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター２階
広報担当 二見宛
FAX：03-3579-4907

寅年生まれの方

大正15年
昭和13年
昭和25年

キ リ ト リ セ ン

「年男・年女を迎える方大募集！」応募用紙
【会員番号】
【氏

名】

【私の近況や健康法】
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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。

選考職種・日時

※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。

内

容

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。

申

込

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 ☎03─3964─0871

学童擁護  12/16（木）午後2：00～ 5階504会議室
◦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

地域センター

◦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）

12/23（木）午後2：00～ 5階504会議室

◦就業時間………午前8：30～午後5：15（土、日、祝）
午後4：45～午後9：45（平日、土日祝）
※一部施設については平日もあり
◦就業日数………土・日・祝を含む 月11～13日程度

【申込締切】12/13（月）午後4時

※75歳まで

◦配 分 金………1,013円／ 1時間 交通費なし
◦就業内容………①有料施設の貸出業務
②利用者の対応
③付帯設備使用料の徴収事務
④館内の点検、確認

有料自転車駐輪場  12/24（金）午前10：00～ 5階504会議室
◦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

※75歳まで【申込締切】12/21（火）午後4時

◦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

放置自転車防止業務  12/24（金）午後2：00～ 5階504会議室
◦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

【申込締切】12/20（月）午後4時

※75歳まで【申込締切】12/21（火）午後4時

◦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）

個別就業相談会のお知らせ
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
＜場
＜申

時＞
所＞
込＞

12月22日（水）午前９時30分～午後２時まで
シルバー人材センター２階会議室
完全予約制 シルバー事務局 ☎03-3964-0871
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シルバー
就業場所
訪問
不燃ごみ選別作業

今

回就業訪問しました新河岸２丁目にあ
ります『㈱要興業（板橋区リサイクルセ
ンター）
』は、平成31年１月から会員６
名の配置により就業を開始しました。就業形態
は、板橋区シルバー人材センターでは初めて労
働者派遣事業の取扱いで就業をしております。
就業内容は、㈱要興業が板橋区等地方自治体
より委託され、家庭から排出される不燃ごみを
選別する作業です。会員が取り扱う不燃ごみの
種類は、傘、蛍光灯類、電線のコード類、スプレー
缶です。
不燃ごみ選別作業の方法は、傘については、
骨の金属部分と布（又はビニール）に分ける作
業です。蛍光管類は、種類サイズ毎に本体と段
ボールに分けます。電線のコード類は、ペンチ・
ハサミ等で切断して分離・分別をします。スプ
レー缶処理作業については、スプレー缶専用破
砕処理機械『安心カンカン』という名称でスプ
レー缶を安全に破砕できる機械を使いスプレー

缶を『安心カンカン』に投入して全てのスプレー
内のガスをまとめて抜く処理をしています。
会員の就業は、毎週月曜日から土曜日まで
で、午前番は、８時00分から12時00分の４時
間を２名で、午後番は、13時00分から16時30
分の３時間30分を２名で１日４名の会員によ
りローテーションどおり就業しています。ロー
テーションは会員ごとに曜日固定就業で作成し
ています。
家庭から排出される不燃ごみは、㈱要興業に
集められると、かなりな量となります。集まる
不燃ごみの種類と量は日々異なるため、作業内
容も日によって変わってきます。
仕事は、不燃ごみの選別作業によりリサイク
ルできるものは、種別ごとに細かく選別してい
ます。ごみを無駄にしないで再利用できるもの
は、最大限生かすこの就業は、社会への貢献度
が高く、就業会員にとってやりがいのある仕事
だと感じました。
会員が１日２名の就業で毎日大量の不燃ごみ
を分別処理するため、就業に当たる会員は、突

●●会員

令和３年11月25日
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鈴木 正明 会員

然の休みが取れない職場です。そのため、会員
がどうしても休みを取りたい場合は、事前に他
の会員と調整を図り、就業に支障が生じないよ
う対応をしています。会員の皆様がお元気なこ
とと、就業が曜日固定で会員自身の予定が立て
やすいため、急に休む会員はほとんどいないと
のことでした。
取材当日就業についていた鈴木正明会員に就
業に当たって楽しいことや辛いこと等はありま
すかと質問したところ、鈴木会員は㈱要興業で
仕事をする前、家で１年位ゴロゴロしていたた
め、㈱要興業に入り、規則正しい生活を続けるう
ちに自分の身体がトレーニングジムで鍛えたよ
うに締まってきたそうです。仕事はたいへんな
場合もありますが、会員や㈱要興業の職員と十
分コミュニケーションを取りながら就業するこ
とができ、毎日楽しく充実した日々を過ごして
いますと、うれしそうに笑顔で回答されました。
最近の就業内容は、
『安心カンカン』によるス
プレー缶の破砕処理が大半を占めているようで
すが、スプレー缶処理が就業時間内で終了した
場合は、傘、蛍光灯類、電線のコード類の選別

派遣就業とは ?
シルバー人材センターが、発注者から業務

を受注し、会員を発注者の事業所などに派
遣する方法により業務を行う形態です。会

員が発注者の指揮命令を受けて働くことが
目的となり、会員は発注者から指揮命令を
受けて働きます。

作業に当たっているとのことでした。
取材中、工場長から鈴木会員に緊急な仕事の
指示が入り、機敏に対応されている鈴木会員に
挨拶をして㈱要興業の取材を終わらせていただ
きました。

★シルバー人材センターでの

派遣就業について
現在、板橋区シルバー人材センターでの派遣
就業は、㈱要興業のような事業系、それ以外の
事務系を含め23社48名の会員が派遣で就業を
しています。
これらの派遣就業会員は、東京しごと財団と
直接雇用契約を締結し派遣先であります各就業
先で就業をしています。
従来からの請負契約による就業だけでなく、
就業時に指揮命令が可能な派遣による就業はこ
れからもますます企業からの需要が増えてくる
ものと思いました。
〔取材：広報委員

Ｔ．Ｅ〕
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詐 欺 被 害 を 防 ご う ！

STOP！ATM 携帯電話
での

ATMを
悪用した詐欺

ATM周辺での
通話は
ご遠慮ください

板橋警察署 03-3964-0110
志村警察署 03-3966-0110
高島平警察署 03-3979-0110
会員数
総

数

入退会者数

ATMを悪用した詐欺被害が発生しています。
その手口は、
役所の職員を名乗り、
「医療費が
戻ります。
今なら、
ATMで手続きできますよ。
」
と親切に電話をかけてきます。
その後、
ATMに誘導され、
携帯電話越しに
教えられたとおりにATMを操作すると、
実は犯人の口座に送金してしまいます。
※警視庁HPより抜粋

就業報告書提出日と配分金支払日
(令和3年10月1日現在）

男性 1,944人
女性 1,133人
合計 3,077人

(令和3年 8、9月分)

☆入会者数
★退会者数

67人
24人

就業報告書提出締切日

配分金支払日

１１月就業分

１２月３日 ( 金 )

１２月１５日 ( 水 )

１２月就業分

１月６日 ( 木 )

１月２０日 ( 木 )

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 03-3964-7311 〈女性用〉の情報案内 03-3964-7312
（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
※（１）～（３）
は
  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。 全て同じ情報です。

内容は毎月  ５日、15日、25日  に更新しております。
次回「生きいき」203号は、１月に発行予定です。

