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令和４年度安全就業標語　決定！
　安全管理委員会にて令和４年度安全就業標語の選考が行われました。
総数39作品の中からテーマごとに３点を東京しごと財団へ推薦しました。
また、板橋区シルバー人材センターとしても「生きいき」やチラシ等に、掲載していきます。
テーマ１「交通事故防止」
　「はっと」した　気持ちを忘れず　事故防止	 （原幸一郎	会員）
　無理しない　譲るゆとりで　身を守る	 （佐藤三郎	会員）
　安全は　待って譲って　笑顔あり	 （田中賢二	会員）
テーマ２「フレイル予防について」
　延ばそう　健康寿命　食事・運動・社会参加で	 （安富盛幸	会員）
　健康は　正しい知識と　継続から！	 （宇津木弘	会員）
　少しでも　毎日続ける　軽体操	 （田中賢二	会員）

公益社団法人　板橋区シルバー人材センター

令和４年

４月25日
第204号

標語
決定

令和４年度
東京都連合安全就業
標語の優秀作品に
選ばれました‼
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はじめに
現在、我が国の社会・経済状況は長引くコロナ禍

の影響に加え、本年２月に発生したロシアによるウ
クライナへの侵攻の影響を受け、各種方面において
先行き不透明な状態が続くことが予想されます。
こうした中、令和３年度における当センターの事
業実績は、前年度対比約４％増で推移しております。
特に労働者派遣事業については、受注件数および契
約金額ともに前年度対比で大幅に増加しています。
また、会員数についても、入会説明会の開催方法を
工夫し開催回数を増やしたことにより、前年度に比
べ180名余増加しました。
これらの状況を踏まえ、今後とも会員数増ととも

に就業の開拓促進を図り、受注件数の増加および就
業率向上を目指した事業運営を推進していきます。
そのための具体的な方策として、①センターの広報
活動、②新規会員入会説明会、③労働者派遣事業、④
会員の就業確保策、⑤安全就業の以上５点が挙げら
れます。
第一に広報活動については、センター事業の普及
啓発や入会促進等ＰＲ活動をより一層強化すべく、
新聞折り込み広告、区内を走るバスのラッピング広
告等を活用し、区民や区内事業者をはじめとする関
係者にセンター事業を認知していただくとともに、
広報いたばしへの記事の掲載、町会・自治会の掲示
板および関係団体が発行する刊行物等への広告の掲
示など多面的・多角的に取り組んでいきます。
第二に入会説明会については、夕方・休日におけ

る説明会の実施、会員層の薄い区界や区内人口密度
が高い地域における出張入会説明会の実施に加え、
事務職や保育職など特定の職種に特化した職種別入
会説明会を開催するなど、入会機会のより一層の増
加に取り組んでいきます。
第三に労働者派遣事業については、適正な契約締
結推進の観点から、発注者へのより一層の理解の促
進に取り組んでいきます。また、多様化する会員の
就業ニーズに対応し、魅力ある仕事を確保するため、
就業開拓のより一層の推進に取り組んでいきます。
さらに、私立保育園園長会への参加や区役所の関係
部署、産業振興公社などの区内産業団体等との連携
の充実を図り、企業並びに会員の抱える課題解決を

公益社団法人  板橋区シルバー人材センター
令和４年度 事業計画の概要をおしらせします

担うプレイヤーとしての事業展開を図っていくこと
も視野に入れていきます。
第四に会員への就業機会確保策については、就業

マッチング成功率を高め、就業率の向上を図るため、
更なる会員の就業ニーズの聴取・抽出を行うことな
ど未就業者に対する個別就業相談会の開催方法の工
夫等に取り組んでいきます。
第五に安全就業については、シルバー人材セン

ターにおいては安全就業が何よりも優先されるとい
う考えの下、あるゆる事故を減少させられるよう、
就業現場の安全点検、会員への安全就業意識の啓発
など、センターを上げてより一層の安全対策に取り
組んでいきます。
以上のことを念頭に置き、今後はポストコロナ、

アフターコロナに向けた事業展開を模索しながら、
高齢者の就業環境が厳しい状況にあっても安定的な
シルバー人材センター事業の継続を図り、高齢者の
社会参加をより一層促進させることによって、活力
ある地域社会への構築に対し積極的に貢献すべく、
令和４年度事業計画を以下により策定しました。

―	主な実施計画の内容	―
Ⅰ 事業運営

基本方針１
公益社団法人板橋区シルバー人材センターへの
理解・活用促進活動及び入会促進活動の推進

　定期開催の「入会希望者説明会」に加え「出張入会
説明会」や「土日・夜間入会希望者説明会」を実施し
会員の増強に努めます。また、新聞折込及び公共交
通機関における広告媒体を活用する他、自治会掲示
板や区役所本庁舎のイベントスペースにてＰＲ活動
を行い、センターへの理解と活用促進を引き続き推
進します。

基本方針２
就業場所の幅広い開拓及び拡大、未就業会員
の状況改善省略

　一般家庭、民間事業所、官公庁等に高齢者就業の
理解を求め、積極的に就業機会の開拓および提供を
行い、就業促進を図ります。電話サービスや郵送に
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よる就業情報などの提供や、就業者数の多い職種や
労働者派遣事業について、就業希望者登録説明選考
会を実施し、未就業会員の状況の改善を図ります。

基本方針３
公益法人としての社会貢献活動の充実

　家庭のお手伝いをする「ライフサポート事業」で
高齢者世帯の生活を支援します。また、区民や会員
を対象として、健康力向上を図る「シニアエアロビ
クス教室」を開催するほか、「いたばし子ども見守り
隊」や「東京マラソン祭り」といったボランティア活
動にも引き続き取り組み、社会貢献活動の充実を図
ります。

基本方針４
会員の帰属意識を高め、また、就業会員の仕
事の質を高める研修・講習会

　会員の知識・技術の向上を図るため下表の研修・
講習会を実施します。

接遇力
向上研修

接遇対応能力の向上を図りま
す。（500名対象） 延10回

派遣就業者
向け研修 派遣就業者向けの研修 適宜

　植木の技能研修や役員・地区リーダー等の研修、
仕事別グループ会議を従来通り実施します。

基本方針５
会員の安全就業対策

1�安全就業について啓発・指導を徹底し、就業途上・
就業中の事故防止に努めるため、安全管理委員、
安全支援員が就業場所を巡回し、類似事故の防止
のため、事故現場の確認・分析を行います。また、
事故防止のため、就業会員に安全ジャンパー・帽
子等を貸与します。

2 会員自身、同僚、お客様等が万一事故にあったと
きに適切な対応ができるよう、応急手当やＡＥＤ
の使用法など、普通救命講習を実施します。

3�会員に対する安全就業・活動意識の向上策として、
安全就業手帳の内容を充実させる他、広報誌「生
きいき」では、「安全通信」を毎号掲載し、意識の向
上を促します。標語の募集も年に1回行い、安全対
策に活用します。警察から情報提供のあった内容
を広報誌に掲載し、会員の生活の安全を図ります。

4 転びにくい身体作りをする転倒予防講習会を地域
懇談会の機会を活用して、年20回実施します。

5�東京しごと財団主催の自転車安全運転講習会に、
委員が参加します。

6 自転車損害賠償保険等への加入の義務化を受け、
自転車保険への加入を奨励します。

基本方針６
高齢者の就業相談

　就業に関する相談を常時実施します。また、アク
ティブシニアの合同就職面接会に参加して、就業相
談を行います。個別就業相談会や出張就業相談会を
行い、会員拡大と就業率を高めます。

基本方針７
会員現況調査の実施

　入会後、一定期間が経過した会員を対象に、現況
調査を実施して実情を把握し、受注の拡大や就業の
マッチングにつなげます。

基本方針８
シルバー人材センター労働者派遣事業の推進

　既存受注のうち、請負契約に馴染まない職種につ
いては、派遣契約に切り替えるよう発注者に依頼し
ていきます。また、派遣契約が望ましい新規受注に
ついても、積極的に契約締結し就業開拓に力を入れ
ます。さらに、人手不足分野における高齢者活用の
PRを積極的に行い、魅力ある職種の開拓も行いま
す。

Ⅱ  公益社団法人としてふさわしい組織を 
作るために

基本方針１
会員主体の自主自立の組織作り

　「理事会」の他、「安全管理委員会」「広報委員会」等、
会員主体の組織活動を推進します。地域班活動、職
種・仕事別グループ会議についても拡充、実施しま
す。

基本方針２
コンプライアンスを重視する組織作り

　適正就業体制の確立については、請負契約の適正
化、ワークシェアリングに努めます。
　引き続き個人情報保護体制の徹底を図ります。
　会計については、公益社団法人としてより適切な
処理を行うために、外部監査員（公認会計士）による
監査の他、毎月の指導を受けます。

※事業計画本文は、事務局内もしくはセンターのホームページでご覧いただけます。
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令和4年度収支予算　　令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
　　　　　　　　　� （単位 : 千円）

科　　目 予�算�額 前�年�度 増　減 内　　容
Ⅰ一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
①受託事業収益 1,394,010 1,498,560 △ 104,550 受託事業 (配分金、事務費、材料費 )

②独自事業収益 8,686 8,686 0 リサイクル自転車、リフォーム、エアロビクス、木工事業
③労働者派遣事業等
　受託収益 5,400 2,400 3,000 派遣事業

④受取会費 6,802 6,400 402 会員年度会費 3,400 人、特別会員年度会費 1人
⑤受取補助金等 60,948 58,895 2,053 板橋区・東京都・国補助金
⑥受取寄附金 1 1 0
⑦雑収益 2 2 0 受取利息他

経常収益計 1,475,849 1,574,944 △ 99,095
(2) 経常費用

事　業　費
①受託事業 1,291,606 1,387,606 △ 96,000 受託・独自事業 (配分金、材料費 )
②労働者派遣事業
受託事業 882 762 120 研修費用、事業用消耗品、システム使用料他

③普及啓発事業 3,329 5,192 △ 1,863 広報誌「生きいき」発刊、広告掲載料、イベント配布物他

④研修・講習事業 6,120 6,463 △ 343 会員接遇研修講師代、会場使用料、技能職指導手当

⑤就業開拓提供事業 61,775 65,380 △ 3,605

会員シルバー団体傷害・賠償保険料、契約用印紙
代、一般業務職職員・嘱託職員・臨時職員報酬、
回覧チラシ・パンフレット印刷、車両リース (2
台分 )、事業用消耗品・消耗什器備品、作業所等
光熱水費、会場使用料他

⑥調査研究事業 2,696 2,528 168 地域班懇談会経費、広報誌配布、郵便・郵券代
⑦相談事業 30 30 0 会員就業相談経費

⑧安全就業推進事業 5,963 7,041 △ 1,078 貸与被服・帽子、会員安全手帳作製、安全グッズ送料・郵券代他

⑨事業管理費 75,206 69,526 5680
公益事業・管理費共通費用 (事業OA機器リース・
保守料、印刷機リース・保守料、郵便・郵券代、
電話代、事業用消耗品、印刷費、配分金明細書プ
リントサービス代、職員人件費他 )

事業費計 1,447,607 1,544,528 △ 96,921
管　理　費

管理費計 33,242 30,416 2,826
職員人件費、定時総会経費、管理用OA機器リース・
保守、印刷機リース・保守料、郵便・郵券、電話
代、消耗品、印刷費、盗難・個人情報取扱保険料、
公認会計士他

経常費用計 1,480,849 1,574,944 △ 94,095
当期経常増減額 △ 5,000 0 △ 5,000

2. 経常外増減の部
⑴経常外収益 0 0 0
⑵経常外費用 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 5,000 0 △ 5,000
　一般正味財産期首残高 128,563 134,737 △ 6,174
一般正味財産期末残高 123,563 134,737 △ 11,174
Ⅱ指定正味財産増減の部
　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　指定正味財産期首残高 0 0 0
　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 123,563 134,737 △ 11,174

( 注 )�受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超え執行することができる。
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令和４年６月15日水
時間▶午後２時より（１時開場）
場所▶ハイライフプラザいたばし

第12回定時総会のお知らせ

例年とは会場が異なります。
地図を掲載いたしますのでご覧いただき、お間違いのないようにお越しください。

※新型コロナウイルス感染症への危惧のある中での開催となります。当日の記念品配布は行いません。

　委任状又は議決権行使書の活用をできる限りお願いいたします。

〈ハイライフプラザいたばし〉
〒173-0004　東京都板橋区板橋１-55-16
JR埼京線「板橋駅」：徒歩１分／都営三田線「新板橋駅」A２、A３出口：徒歩２分
東武東上線「下板橋駅」：徒歩７分

［TEL］03-5375-8105

第12回定時総会における『会員表彰』について
永年就業会員の方の表彰を行います。対象となるのは次の方です。
・通算で10年間継続して就業している方（期間が空いていても通算10年の方は対象）
・令和４年３月31日現在で80歳以上、かつ通算で５年以上就業している方
自己申告制となっておりますので、該当と思われる方は５月13日（金）までに事務局へご連絡くださ
い。



令和４年４月25日生 き い き第204号6

vol.56

〜令和４年度	安全対策実施計画〜
事　項 項　目 実 施 計 画 計 画 内 容

1
安全管理

体制の充実

①�安全管理委員会、安全支
援員連絡会の開催

安全管理体制の整備、定着に
向けて周知、指導を援助する

⃝安全管理委員会
⃝安全支援員連絡会

②�財団及び他地区センター
との連携を図る

財団、他地区センター等との
諸会議・講習に出席し、連携
を図る

⃝財団講習・会議
⃝第３ブロック講習・会議

2
事故防止

措置

①�「安全就業基準」「作業
別安全就業基準」遵守の
徹底

会員の安全就業確保のため
「安全就業基準」遵守の徹底
を図る

⃝植木、塗装、ビル清掃、除草
⃝自転車整理

②�安全保護具着用の徹底
安全保護具の着用を徹底する
（啓発、指導等は巡回・パト
ロールによる）

⃝ヘルメット、保護ロープの貸与
⃝学童擁護就業ベスト貸与
⃝夏用・冬用兼用帽子の貸与

③�作業用機械器具の
　点検・整備

作業用機械器具の安全点検・
整備を徹底する

⃝脚立、ロープ、ヘルメット点検
⃝整備

④�就業途上等における
　交通事故防止

自転車等の整備と交通ルール
の厳守の徹底を図る

⃝パンフレットの配付

⃝自転車保険の勧奨

⃝自転車講習会

⑤�事故の原因分析及び
　防止対策

類似事故の防止対策に役立て
る為、事故原因を分析し報告

⃝�安全管理委員と安全就業推進員による�
事故現場確認
⃝安全管理委員会で分析
⃝会報誌「生きいき」で報告
⃝月別の傷害事故報告で注意喚起

3
会員の

健康管理

①�会員の健康意識の
　向上支援

情報提供や講習会により、
会員の健康意識の向上を支援
する

⃝所内掲示版で情報提供

⃝講習会（転倒予防・普通救命）
②�定期的な健康診断等の
　受診勧奨

区で実施する各種健康診断へ
の受診参加を奨励する ⃝会報誌「生きいき」安全通信で情報提供

4
安全意識の
普及啓発

①安全意識の啓発
会報誌「生きいき」や会員手
帳等により啓発し会員の安全
意識向上を図る

⃝会報誌「生きいき」安全通信
⃝安全のしおり手帳盛り込み
⃝定時総会時に安全啓発チラシの配付

②�安全就業強化月間の
　設定

会員の安全意識向上のため、
グッズを配付する

⃝（夏季）熱中症対策等のグッズを配付する
⃝（冬季）使い捨てカイロを配付する

植木・除草・公園管理の就業
会員の応急措置に備えて、吸
引器を配付する

⃝ポイズンリムーバー配付

会員の危険感受性及び集中力
の向上を図る

⃝安全就業基準を配付し熟読させる
　（会報誌「生きいき」掲載）
⃝KYシートを配付し記入させる

③安全就業巡回指導
安全管理委員会・安全支援員
による就業現場巡回指導と結
果を活用する

⃝安全管理委員・安全支援員
⃝就業現場巡回指導

④安全標語等の募集 安全標語等の募集を行い、
結果を安全対策に活用する

⃝安全標語の募集
⃝結果の掲示

⑤�その他
　警察協力事業等

警察に協力し詐欺防止等、
生活の安全を図る

⃝�警察から情報提供のあった内容を会報誌
「生きいき」に掲載する
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事故現場確認
安全管理委員と安全就業推進員による

令和３年度の傷害事故は●件、賠償事故は●件でした。
今年度も引き続き事故件数を減少させられるよう、安全就業の徹底をお願いします。

!!
植木の手入れ作業をしている会員Aさんに話を伺いました。
11月下旬、その日は一人でしかも初めての現場での作業でした。そんな中、自然に伸び放題に伸びた柿の
木の剪定をしている時に、事故が起きました。
常に安全就業を心がけているAさんは、いつものように梯子を安定した部分に縛り、バランスをとって安
定した状態で作業ができるようにした上で、丁度柿の木の下にある3本の立水栓にも十分注意をしながら剪
定していました。作業も進み、下に落とした枝もだいぶたまってきた頃、少し太くて長い枝も落としました。
しばらくして、片付けに降りてみると、1本の立水栓から水が漏れ出していることに気づきました。
多分、落とした枝が地面のコンクリートに跳ねて当たってしまったんだと思い、すぐに発
注者さんに報告し謝罪しました。と同時に、すぐに修理してくれる業者を探そうとしたとこ
ろ、発注者さんの知り合いの水道工事屋さんがあるとのことで緊急対応していただき修理
してもらいました。発注者さんに迷惑をかけないようにと、スピーディーな対応でした。
話した後、Aさんは、「あの時、半日以上トイレが使えなくなり発注者さんに迷惑をかけ

てしまったなあ。」と申し訳なさそうに振り返っていらっしゃいました。
事故の後も、自分の信念「予測は、予測でない。想定外のことが起こるものだ。」といつも
気を配って作業されているという話に共感しました。

駅前周辺の自転車放置防止業務をしている会員Bさんに話を伺いました。
12月下旬、終業前の最後の巡回の時に事故が起こりました。インターロッキングが施された歩道を歩いて

いる時、落ちていたほんの小さな小石に気づかず踏んでしまい、ズルッと転んで思いっきり右足をひねって
しまいました。
その日は、終業前だということもあり、捻挫だと思い痛いのを我慢して帰宅しました。ところが、夜になる

と痛みが増し、足をつくこともできず、トイレにも這っていくような状態になってしまいました。
翌日、やはり痛くて歩けないばかりか、車に乗ることも出来ないため、近くの病院から車椅子を借りてきて

もらい、やっとの思いで受診しました。
その結果、右足の小指の付け根の部分の骨折でした。すぐ、入院となりおよそ1か
月、入院・リハビリ生活を送られました。
話を伺った時は、仕事にも復帰されていましたが、「体力には自信があり、まだま

だ若いと思っていたけど年なんですかねえ。」と言いながら、まだ傷跡も残る右ひじ
をさすりながらしみじみ話してくださいました。
事故があってからは、自分も高齢者になりいろいろな体の機能も低下しているの

だと思うようにして、周りをよく見てゆっくり歩くようにしていると話してください
ました。
「老化による諸機能の低下」他人ごとではありません！

事例1

事例2

◦事故区分／賠償事故	 ◦性　　別／男性
◦年　　齢／72歳	 ◦就業名称／植木の手入れ

◦事故区分／傷害事故	 ◦性　　別／男性
◦年　　齢／74歳	 ◦就業名称／放置自転車防止業務

取材：安全支援員	A.U
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インボイス制度の導入について

　今回は、全国のシルバー人材センターの運営と会員の皆様に大きな影響が生じる「インボイス制
度」について解説します。
　まだ、少し先のお話になりますが、令和５年（2023年）10月１日から、インボイス制度（適格請求書
等保存方式）が導入され、消費税の取り扱いルールが変更となります。
　このことが、センターの運営・会員の皆様に対し、どのような影響を及ぼすのか、複数回に分けて
解説致します。ぜひご一読下さい。

配分金と税金のお話
❶ 配分金は、請負契約に基づき働いた対価として支払われる報酬です。
❷ 配分金は、所得税法上「雑所得」に区分されます。
❸  シルバー人材センターの会計は「内税方式」を採用しており、発注者への請求や会員への配分金

には「消費税」が含まれます。

消費税について
❶ 消費税は、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
❷  課税の対象となる取引は、国内において事業者（法人や個人事業主）が事業として対価を得て行

う資産の譲渡（物の売り買いなど）や役務の提供です。
　 ※下線部分がシルバー人材センター（法人）やシルバー会員（個人事業主）に当てはまります。

消費税とセンター（会員）の関係性
❶  センターでは、就業に関する発注者への請求を内税方式で行なっています。発注者への請求の内

訳となる、「配分金」「事務費」「材料費」等すべて内税として消費税を含んだ金額となっており、
センターは「納税義務者（課税事業者）」として消費税を納付しています。

❷  会員の皆様も、同様に消費税法上では「事業主（個人事業主）」として取り扱われるため、本来は
消費税納税の義務が生じます。

❸  ただし、受け取る金額（配分金の証明額）が年間1,000万円以下の事業者は、消費税法上「免税事
業者」と取り扱われ、申告納税する必要がありません。

　以上の事柄をまとめると、シルバー会員は本来、「所得税」の確定申告と「消費税」の申告をしなけ
ればなりませんが、配分金が年間1,000万円を超えることは通常考えられませんので、結果として消
費税の納税義務が免除されています。
　ところが、インボイス制度が導入されると上記の納税義務の免除となる対象に変化が生じることか
ら、センターの運営に大きな影響が生じる事が懸念されています。

次回205号で詳しくご説明いたします。
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シルバー人材センターの上部団体である、東京しごと財団が主催する講習会のお知らせです。
会員の方は、材料費・テキスト代を除き、原則無料で受講できます。
ご興味のある方は、シルバー人材センター事務局までご連絡ください。
※応募者多数の際は、ご希望に沿えないこともございます。ご了承ください。

令和４年度シルバー人材センター就業支援講習等

年 間 ス ケ ジ ュ ー ル

令和4年
5月

5/12～5/27
5/19・5/20

5/25

植木の基礎（除草と刈込み）【多摩】
ハウスクリーニングⅡ①
ステップアップ接遇Ⅰ【多摩】

6月
6/1

6/2～6/13
6/23～7/26

刈払機作業従事者安全衛生教育講習①【多摩】
毛筆筆耕（宛名書き）
襖の張替え・障子の張替え

7月 7/12～7/15
7/27

パソコンインストラクター養成
包丁研ぎ①【多摩】

8月 8/29 ステップアップ接遇（クレーム対応）①【多摩】

9月
9/2

9/5～10/4
9/8・9/9

ハウスクリーニングⅠ
植木の基本と応用（剪定）【多摩】
ハウスクリーニングⅢ①

※現在講師・会場等との調整中のため、講習の予定は、変更になる可能性があります。
　詳しくはシルバー人材センター事務局までお問い合わせ下さい。
※講習の募集開始は開催の概ね2か月前から始まります。予めご了承ください。

申込：シルバー事務局　☎03-3964-0871

　平成28年10月に開始した生活支援事業の拠点であるケアルーム赤塚が、「いこいの家」の閉鎖に伴い移
転することとなりました。
　令和4年4月1日より、新拠点を清水地域包括支援センター内に移し、名称も「ケアルームいたばし」に改
めました。
　今後も、板橋区の介護保険事業の下支えとなれるよう邁進してまいりますので、ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。
　また、生活支援事業で就業を希望される会員や、介護保険の事を知りたいという会員向けの研修を、6月
24日に区立グリーンホール504会議室で実施いたしますので、皆様ふるってご参加ください。
� ※事業拠点、研修の詳細は下記の通りとなります。

※�生活支援事業とは、介護保険事業の一環で、地域包括支援センターを通じて依頼がシルバー人材センター
に入り、登録している会員が要支援高齢者に対し買い物や居宅内の清掃のサービスを提供する事業です。

事業拠点名称：ケアルームいたばし
事�業�所�住�所：板橋区泉町16-16　清水地域包括支援センター内
電��話��番��号：6904-1725　／　FAX　6904-1726
営業日・時間：月・火・木・金曜日の午前9時～午後16時30分

研��修��日��時：令和4年6月24日　午前9時～午後4時30分　※予約制
研��修��会��場：区立グリーンホール5階 504会議室（定員30名）
申��込��方��法：6月10日（金）までに、シルバー人材センター事務局へお申し込みください。

事業所移転のお知らせ！！
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会 員 投 稿 紹 介

「私のいちおしの場所」

　先日、板橋区立熱帯環境植物館で、らん展が

あるというので、色々ならんの花を観たいと思

い、出掛けました。

　長年板橋区に住んでいながら、板橋区立熱帯

環境植物館に行ったことがありませんでした。

　場所は高島平です。

　特別の催し物がなくても一度行ってみると良

いところです。

� 下赤塚班　橋本�晴美�会員

「私流、シルバー人材センターとの関わり方」

　センターとの繋がり方は、就業を生きがいとする方、プライベートを重視する方、ダブルワークを

する方など、様々な形があります。その中で、今回はセンター以外でメインとなる就業をされている

年男（寅年生まれ）の佐藤会員にお話を伺いました。

（以下佐藤会員）

　29歳で赤帽組合に加入し、今年で43年になります。シルバー人材センターに入会しようと思った

のは、65歳で仕事が落ち着いたため、時間に余裕が出来、空いた時間を有償ボランティア等に活か

したいと考えるようになった事からでした。入会後は、区民まつりや板橋花火大会などのイベントで

自転車整理などの単発就業に携わった他、継続的な就業では、生きいきの配布

を担当しております。経験してきたセンターでの就業は、どれもメイン業務とは

全く異なる内容となるため、新鮮で興味深く大変貴重な経験となっており楽し

く就業させていただいております。ただ、お金をいただく以上は、メイン業務と

同様にプロとして見られるわけであり、堂々と責任をもって取り組まなけ

ればいけないと気を引き締めて携わるよう心がけております。

　今後も体力の続く限り、メイン業務とセンターでの就業をバランス

良く続けていきたいと考えております。

熊野班　佐藤�保�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　☎03─3964─0871

選考職種・日時

内　　容

申　　込

　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＞　５月18日（水）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………1,041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）

◦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………1,041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

◦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………1,041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………�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………8,328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

学童擁護  5/25（水）午後2：00～ 6階601会議室  【申込締切】5/20（金）午後4時

有料自転車駐輪場  5/19（木）午後2：00～ 6階601会議室　※75歳まで 【申込締切】5/16（月）午後4時

放置自転車防止業務  5/20（金）午後2：00～ 6階601会議室　※75歳まで 【申込締切】5/16（月）午後4時

児童館  5/27（金）午前10：00～ 6階601会議室　※女性のみ72歳まで  【申込締切】5/24（火）午後4時



会 員 数
総　数 (令和4年3月1日現在）

男性 2,027人
女性 1,205人
合計 3,232人

入退会者数 (令和4年  1、2月分)
☆入会者数　　 77人 
★退会者数　　 17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

４月就業分 ５月９日 ( 月 ) ５月２０日 (金 )

５月就業分 ６月３日 ( 金 ) ６月１５日 ( 水 )

次回「生きいき」205号は、７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。

令和４年度の会費2000円は、5月31日(火)までにセンター事務局へご持参下さい。
また、受付の際に会員番号、氏名を確認させて頂きますので、会員証もご持参下さい。

※振込での納入をご希望の方は、センター事務局までご連絡下さい。
　振込用紙を郵送致します。尚、手数料はご負担いただきますので、ご了承下さい。

退　任　挨　拶
この度、3月31日をもちまして事務局を退職することとなりました。
平成28年に入社し、右も左もわからない中で皆様にご指導いただきながら、約6年
間何とか無事に過ごすことができました。これもひとえに皆様のご理解とご協力の賜
物であり、心より感謝申し上げます。
様々な事業を担当し、多くの会員の皆様と関わり、学べたことは、大きな財産とな
りました。
新天地においてもシルバー人材センターで学んだ知識や経験をいかし、精進してま
いりたいと思います。
今後の皆様方の益々のご発展、ご健勝を心よりご祈念申し上げます。

� 梅　宮　　崇

５月５日付の就業情報は大型連休のため、お休みさせて頂きます。ご了承ください。


