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公益社団法人 板橋区シルバー人材センター
� 会長��吉田 光夫
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　皆様におかれましては、希望に満ちた新春をお健やかに
お迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症が
世界的に猛威を振るいましたが、ワクチンの開発・接種開
始により、次第に感染状況の改善が見られました。我が国
においても、半年に及ぶ緊急事態宣言が解除されたことに
より、経済面等で再び活気が戻ることが期待されました。
　また、一昨年より開催が延期されていた東京2020大会
も、緊急事態宣言下での開催について国内外から様々な
意見が飛び交っていた中での開催となりましたが、首都圏
で無観客開催を徹底するなど『安全最優先』とし、前例に
ない大会は大成功を修めることができました。我が国の参
加選手も大いに奮闘した結果、金メダル獲得数27個、総メ
ダル数58個と共に過去最多を記録し、文字通り記憶と記録
に残る大会となりました。
　一方、当センターにおいては昨年の受注実績がコロナ禍
前に近い状態を取り戻し、また、全国的にシルバー人材セ

ンターの新規入会者が減少する中、入会説明会の積極的
な実施などが功を奏し会員数も増加し、センターにとっても
良い兆しが見られ始めた年となりました。
　他方、一旦落ち着きを見せていた新型コロナウイルス感
染症は、昨年末よりアフリカをはじめとする各国で変異株が
流行し始め、現在、我が国においても政府が水際対策に
努めておりますが、まだまだ予断を許さない状況にあります。
　このような不安定な状況ではございますが、今年は冬季
オリンピックや、サッカーワールドカップの開催等大きな国
際イベントも予定されており、先のオリンピック同様、選手
たちの活躍により再び日本が活気に沸くことを切に願って
おります。
　ところで、今年の干支は壬寅です。厳しい冬が過ぎ春に
草木が芽吹き生命力に溢れる状態を表し、また寅は〈動く〉
ことを意味すると言われています。当センターも今年の干支
にあやかり、〈動く〉という姿勢を大切に、事業実績の更な
る向上及び会員数の増加ができるよう、会員皆様と共に組
織一丸となって邁進し、事業実績の更なる向上並びに会
員数の増加が出来るよう、安定したセンター運営を心がけ
ていく所存です。
　本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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今年の年男＆年女
＊おなまえ　＊生年月日　＊私の近況や健康法

新田 敏雄 会員 大正15年9月27日
足を悪くしたので、散歩のかわりに電動自転車で大山の医療センター付近を５～
10キロ走ります。天気の良い日は、２日に１回程度のペースで無理なく継続して
います。また、昭和の時代は様々なことが起きたなと思います。国においても、敗
戦から復興、急成長、安定など各時代を体験しました。今では、同年代の仲の良
かった同期も他界されてしまった方もおり寂しさはありますが、30年来の友人と
はまだ交友があります。自身も76歳まで現役で仕事をしており、シルバー入会後
も就業をしてきました。元気の秘訣として、私生活で買い物や家事など『自分で
できることは何でもこなす』ようにしています。

小山 俊一 会員 昭和13年11月15日
私の健康法はウォーキングです。晴れの日は高島平を、雨の日は東京駅の地下街
まで行って、毎日７千～１万歩歩いています。始めたころは４～５千歩くらいしか
歩けませんでしたが、段々たくさん歩けるようになりました。ウォーキングのおか
げで筋力がつき、広島の村上水軍の辺りに行った際には、孫と一緒に２つも山に
登ることが出来ました。料理も好きで、サーモンの西京漬けやチャーシューなど
を作り置きし、毎朝肉と魚を３品ずつ食べています。

天野 雅弘 会員 昭和13年1月10日
現在、趣味でヘブライ語の研究書やおとぎ話を翻訳する活動を行っています。健
康、長寿の秘訣になっているかはわかりませんが、時間があればパソコンに向か
い、翻訳に取り組むことが脳の活性化に自然と役立っているかもしれません。そ
の他、テレビから流れてくる健康食を耳にすれば実践するなど、食事にも気を遣っ
ています。

芳賀 道子 会員 昭和25年3月6日
週に１回ヨガ、年に８～10回ほど山登りをしています。
体力も年齢とともに低下することを意識しており、１日5000歩を歩くこと、集合
住宅の階段を10階まで登るようにして健康に気を使っています。
大切にしている言葉として、「きょういく（今日行く所）・きょうよう（今日の用事）」
があります。友達とお茶を飲んだり、友人との付き合いも大切にしています。小旅
行も好きで、行く先での、町並みは東京も地方も似ているなと感じます。旅行先
の一つの八戸では、是川石器時代遺跡を見てきました。現在の博物館では、ほと
んどの説明が画面で行われており、デジタル化されているなと感じました。今ま
で好景気の時代など良い時を走ってきたと感じています。

峯岸 光子 会員 昭和13年5月13日
シルバー人材センターへ入会してから22年間、お風呂屋さんの脱衣所の清掃業
務を続けています。子供のころから綺麗好きで掃除も好きだったので、毎日楽し
く仕事をしています。趣味は編み物で、毎晩アクリルタワシやチョッキを編んだり、
孫のショールを編んだりして過ごしています。お風呂屋さんの奥様からもう来なく
ていいよ、と言われるまで、お仕事を続けていきたいです。

多田 俊男 会員 昭和25年4月19日
・週５日60分のコースを変えての散歩	 ・休肝日を月10日実施
・グリーンカレッジへの参加	 ・ノートパソコンの活用
・町会役員としての活動
を実施しており、コロナが落ち着き体力と相談しながら、62歳でライセンスを取
得し毎年行っていた石垣島でのダイビングを実施したいと思っています。それら
のために、身の丈に合った生活をしながら不平不満老人にならず、出会いに感謝　
日常の出来事を大切に　新たな夢を求めて明るく楽しく進みたいと思います。

中島 孝祐 会員 昭和13年3月1日
健康法は、
　�①体力づくり…毎朝６時から30分のウォーキング、公園でのラジオ体操を実施
しているのに加え、週２日３時間ほど城北公園野球場にてグランドゴルフを実
施しています。
　②ぼけ防止…毎月俳句会を開催。俳句を作ることにより前頭葉を鍛えています。
　板橋区民文化祭50回俳句大会入賞作品“鴨引きて		湖（うみ）一枚と		なる夕べ”
　	③主治医を持つ…２ヵ月に１回、血液検査や尿検査を実施し、担当医の診察
を受けるようにしています。
　今年も健康で“夢と希望”に満ちた輝かしい年になるよう務めます。
　ではここで一句。		初春や		小江戸を渡る		時の鐘

岡部 二三男 会員 昭和25年3月17日
週３日、３ヶ所のマンション清掃を楽しくさせて頂いております。朝昼の無理ない
散歩が体にいいのでは。１日１万歩目標！！
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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
前　野 前野ホール　第１レクホール 前野町2-43-15 2月15日（火） 10：00～

舟　渡 坂下二丁目集会室 坂下2-1-3 2月17日（木） 10：00～

清　水 清水地域センター第１洋室 泉町16-16 2月17日（木） 14：00～

富士見 富士見地域センター　洋室 富士見町3-1 2月22日（火） 10：00～

蓮　根 蓮根地域センター２階洋室 坂下2-18-1 2月22日（火） 14：00～

徳　丸 きたのホール　第１レクホール 徳丸2-12-12 2月25日（金） 14：00～

下赤塚 下赤塚地域センター第２洋室 赤塚6-38-1 3月  4日（金） 14：00～

成　増 成増三丁目集会所　洋室 成増3-34-21 3月11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。

今年の

年男＆年女

堺  昭 会員 昭和25年6月30日
当人材センターにお世話になって早５年、少しでも社会に貢献できることに感謝
しております。また社会的な責任をもって仕事ができることにも喜びを感じてい
るところであります。そこで、一日でも長く働けるように、体内年齢35歳を目標に、
汗を流しながら体力増強に日々鋭意努力（ほどほどに）、健康を維持していきたい
と思います。

小林 正義 会員 昭和25年8月1日
山歩きが趣味だった私が氷川つり堀公園の管理業務について４年、釣りのできる
公園で草木と池、そして魚の管理、自然相手の作業を楽しくこなしています。
近年、親子で来園、初めての釣りを楽しむ子供も多く、魚を釣り上げた時の笑顔
や、保育園の散歩で、園児が金魚などの見学で喜ぶ姿が見られます。カワセミの
来園もあり、うれしい時間を過ごしています。

山田 順子 会員 昭和25年12月5日
身内の介護と向き合いながら、週２日、１回２時間30分働いています。普段、会
社に出社することで、体を動かしたり往復45分の道のりを歩いて職場へ行ってお
りますので、足・腰をきたえる運動になっているのかと思っております。歩くこと
が私の最大の健康法です。これからも、ひ孫３人の私ですが、無理しない様に頑
張っていきたいと思います。

澤田 清一 会員 昭和25年10月30日
若い頃は病気知らずで、病院でのお金の支払い方法すら知りませんでした。しか
し現在は病院のはしご状態です。
そんな私の健康方法は、病院に行ったならば先生と仲良くお付き合いをし、何で
も話せる人間関係を作ること、シルバーの仕事を妻と協力し合って楽しく汗をか
き達成することです。頭の体操・ボケ防止には、テレビのクイズ番組を見て、妻
と回答について対戦をしております。妻は私よりも正解率が高く、「さすが○○大
学卒！」と持ち上げると上機嫌になります。このように、妻とクイズ番組を楽しく
見て、ボケ防止に努めております。
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vol.55

令和３年度傷害事故件数………令和３年10月〜12月発生　4件（累計16件）
令和３年度賠償事故件数………令和３年10月〜12月発生　0件（累計  6件）

◉応募方法　郵送・FAX又は事務局までお持ち下さい。
　　　　　FAX：03-3579-4907　板橋区板橋2-65-6　板橋区情報処理センター2階

◉応募用紙　「生きいき11月号」P3参照下さい。
　　　　　（失くしてしまった方は、どんな用紙でもかまいません）

　先日、第２回安全管理委員会及び第２回安全支援員連絡会合同会議にて、令和３年度上
半期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。

件
数 事故状況 傷害内容 年齢 就業基準 再発防止策

１

就業場所で小学生の登下校を見
守っていたところ、上部を覆って
いる桜の木から毛虫が左腕に落
下。帰宅後、腕が大きく腫れ、痛み
が出てきたため病院へ行き点滴後
入院した。

虫刺され 76歳 第７条 作業環境を十分に把握
し、事故防止に努める。

２
畑の草むしりをしている際、５cm
くらい出ていた土留めの鉄杭の頭
に左下腿が接触し、深く切れてし
まった。

創傷 70歳 第７条
作業前に作業環境を十
分に確認し、危険な箇
所を把握しておく。

３

就業終了後、帰宅しようと自転車
に乗り就業先を出て曲がろうとし
た際、よろけて転倒。
地面に右前腕をついた際に手首を
負傷、自転車のペダルにぶつけて
左下腿を負傷した。

骨折
創傷 77歳 第３条（８）

第６条
自転車の乗り出し時は
特に注意する。

４

屋外の自転車駐車場にて、自転車
に乗車して駐車車両台数をカウン
トしていた際、荷台部分に出っ張
りがある車両があり、それにぶつ
かり転倒した。

打撲挫傷
創傷 78歳 第３条（１）

「ながら作業」は行わ
ない。
少しの時間でも、自転
車から降りて作業する。

５
マンション清掃の帰り道、四つ角
で曲がってきた自動車に慌てて自
転車の急ブレーキをかけ、その衝
撃で右胸をハンドルで強打した。

打撲挫傷 77歳 第３条（８）
第６条

走行時のスピードに注
意し、常に危険予知を
行う。

「安全就業標語」まだまだ募集中！！
テーマ１　 交通事故防止
テーマ２　 フレイル予防について

〆切延長
1/28(金)
　　まで

会員の皆様が、就業場所や仕事の行き帰
りなどの日常で「危険だな」、「事故につなが
りそう」と感じる場面の写真を募集します。

※写真は一例です

◆申込方法　�スマホやデジタルカメラで撮った写真を、東京しごと財団	シルバー人材センター課のアド
レスに添付してお送り下さい。（sc-jigyo@shigotozaidan.or.jp）

◆活用方法　	写真は定期的に取りまとめて、東京しごと財団で実施されるKY（危険予知）トレーニング
等の活動や研修等に活用させていただきます。

◆お問合せ　	東京しごと財団　シルバー人材センター課　シルバー事業係　電話：03-5211-2314	
※データの送信に係る通信費はご負担下さい。

事故防止のた
めの

KY（危険予知）写
真

募集します！！

事故に
注意
しよう…

ここは
ちょっと
危ない？

令和４年４月より、WORK’S高島平内分室における職員の配置を廃止とする事が決定
いたしました。日頃より、ご利用いただいておりました会員の皆様には、ご不便をおか
けすることとなり申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願い致します。
尚、施設内掲示板等を通して、引き続き就業情報等は発信してまいります。

板橋区シルバー人材センターの分室である「WORK’S高島平」は
高島平ふれあい館の一階にあります。

WORK’S 高島平　運営体制変更のお知らせ

受付可能な内容
◦就業情報の確認・
　　　就業情報の申込
◦入会説明会への申込

受付できない内容
◦就業の相談
◦入会手続き
◦会費手続き
◦料金支払い手続き
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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①板橋区情報処理センタービル（シルバー人材センター）
　　　　②〜④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　☎03─3964─0871

選考職種・日時

内　　容

申　　込

◦就業時間…………	午前8：45～午後5：30（実働8時間）
◦就業日数…………祝日除く月～金　月6～8日程度
◦配  分  金…………8,104円／ 1日　交通費なし
◦就業内容…………	①施設内外の清掃（トイレ含む）ゴミ出し、洗濯	

②来館者の受付、案内、遊具等の貸出・返却、整理

❷児童館　2/18（金）午後2：00～　グリーンホール 5階504会議室　　※72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）

◦就業時間…………週20時間未満の就業
◦就業日数…………月に数回～10日程度
◦配  分  金…………1,041円～1,100円程度／ 1時間
◦交  通  費…………就業場所による

※上記条件は、就業場所によって異なるため、
　　　　　　　　　　　　お声掛けの際に詳細をお伝えします。

【就業内容例（現在、就業中の実例）】

ケース１▶ 会議室の貸出しに伴う来館者の受付業務、	
パソコン上で新規予約の入力・確認業務	
【就業日時】	月・火・水　午後4時～9時

ケース２▶�タブレットを使用し、書類の撮影・	
パソコンへの取込み・ファイル名の入力作業	
【就業日時】	月に2回　1回につき3時間

❸放置自転車防止業務　2/21（月）午後2：00～　グリーンホール 5階504会議室
  ※75歳まで

❹事務派遣業務　2/25（金）午前10：00～　グリーンホール 6階601会議室
  ※75歳まで

［申込締切］

2/14（月）
午後4時

［申込締切］

2/16（水）
午後4時

　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＞　２月24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　☎03-3964-0871

個別就業相談会のお知らせ

◦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	

（元気で子どもが好きな方、雨天でも就業、夏・冬・春休み期間は就業なし）

❶学童擁護　2/18（金）午前10：00～　情報処理センタービル 7階勉強室

［申込締切］

2/14（月）
午後4時

今回、初めての試みとなる事務派遣業務の登録選考会を実施します。
平成30年より派遣事業所が開設されたことにより、これまで請負契約では取り扱うことが出来な
かった指揮命令を伴う事務（受付業務、パソコン入力等）を受注することが可能となりました。
会員の皆様の中には、事務を希望される方、事務の経験をお持ちの方が多く在籍していることから、
より一層、受注を増やしていけるよう就業開拓に取り組んでいきたいと考えています。
以上の背景から、皆様のご経験、ご希望をお聞かせいただく場として登録選考会を実施する運びとな
りました。

［申込締切］

2/21（月）
午後4時



会 員 数
総　数 (令和3年12月1日現在）

男性 1,986人
女性 1,174人
合計 3,160人

入退会者数 (令和3年  10、11月分)
☆入会者数　　 93人 
★退会者数　　 10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

１月就業分 ２月３日 ( 木 ) ２月１５日 ( 火 )

２月就業分 ３月３日 ( 木 ) ３月１５日 ( 火 )

次回「生きいき」204号は、４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 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
　　  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。

配分金の確定申告について

◎�令和３年中に配分金収入があった会員の方には、１月中旬に配分金明細書と一緒に「配分金支払証明書」を送
付いたします。
◎�申告書を自宅で作成できます。新型コロナウイルス感染防止の観点からも、ご自宅からパソコン・スマホを使っての
電子申告（e-Tax）をご利用ください。

ご不明の点がありましたら、税務署へお尋ね下さい。

お問合せは  板橋税務署  ☎03（3962）4151（代表）

◉一般的なシルバー人材センターの会員の所得（配分金と公的年金等のみ）
　�※この計算事例は一般的な計算例であり、必ずしも内容を全部表現したものではありません。

｛（ 配分金 － 特例控除55万円 ）＋（ 公的年金等 － 公的年金等控除 ）
－ 基礎控除48万円 ｝× 適用税率 ＝ 所得税額　　　　　 ※1

☆復興特別所得税額（平成25年1月1日〜令和19年12月31日の間 課税）＝ 所得税額 × 2.1％
所得税額 × 102.1％ （100％＋2.1％）＝ 所得税額および復興特別所得税額

※１　�公的年金等も、所得税法上「雑所得」とみなされ、公的年金等の所得に対する控除額は、税務署で用意している「確
定申告の手引き」をご参照ください。

(例) 66才、配分金収入75万円、公的年金収入150万円のAさんの場合

｛（ 75万円 － 55万円 ）＋（ 150万円 － 110万円 ）－ 48万円 ｝× 5％ ＝ 6,000円

6,000円 × 102.1％ ＝ 6,126円

　シルバー人材センターから受け取る配分金は、所得税の申告を本人が行うこと（自己申告）となっています。所得
税法上「雑所得」（給与所得ではない）として取り扱われ、必要経費については、上限55万円が控除されます。

配分金� 特例控除� 公的年金等� 公的年金等控除� 基礎控除� 税率� 所得税額

所得税額� 税率� 所得税額および復興特別所得税額


