︽ 発行︾
︵社︶日野市シルバー
人材センター
日野市日野本町２ ４ ７
℡０４２ー５８１ー８１７１

﹁設立 周年﹂へダッシュ！

新年度
開 始

¦

後半の開始も︑やはり全地域

秋の会員作品発表会︑
記念式典でヤマ場へ

平成 年度が開始しまし た︒
安全大会は︑ 周年記念の新
当センターはこの年度内に 設立 しい試み︒内容は︑職場代表７
周年を迎え︵記念日は平成
名による安全フォーラム︑軽音
年２月 日︶︑別表のよう に多 楽︑ＮＰＯ失敗学会副会長・飯
彩な記念行事を予定してい ます︒ 野謙次氏の記念講演など︒

前半はリサイクル・
フェア︑安全大会など

21

平成20年2月29日
1,571名

男性 1,201名
女性 370名

班一斉清掃︒次いで︑名称と装
いを新たにした会員作品発表会
と同時に︑最大のイベント﹁
周年記念式典﹂を迎えます︒記
念式典では民間発注者への感謝
状︑会員︑役員︑地域班長など
への表彰状の贈呈があり︑第２
部でアトラクションを予定して
います︒
なお︑年明けて 周年記念日
後の３月に﹁生きがいフォーラ
ム﹂︵第４回︶の開催も検討し
ています︒

会員数

当センター人事異動

新事務局長に
池田 和宣氏
当センターの谷野省三事務局
長︵常務理事︶は本年３月末で
定年退職し︑代わって池田和宣
氏︵市職員︶が４月１日から新
事務局長に着任しました︒池田
氏の理事選出は５月 日の第
回定期総会に懸けられます︒

池田新事務局長挨拶

会員の皆様︑
こ ん にち は ︒
谷 野 局長 の 後
任 で 着任 い た
しました︒
日野で 生まれ育ち︑就職も日
野市 役所という日野一筋でござ
いま す︒会員の皆様が楽しく働
ける 環境づくりに努めていきた
いと 思っています︒どうぞ︑よ
ろしくお願い申し上げます︒

谷野さん︑お疲れさま

３ 月 日の 理事会で︑谷 野常務
理事がお別れの挨拶をしました︒

中面に折込み︑６㌻建て

31

¦

記念式典
設立30周年記念日
生きがいフォーラム

30

30

記念行事全体は︑夏まで の前
半と秋の後半に大きく分か れま
す︒前半の第１陣は︑全地 域班
一斉清掃です︒全 班がい っせ
いに駅前や公園などのボランティ
ア清掃をします︒この一斉 清掃
はもう１回︑秋にもおこな われ
ます︒
前半の主要イベントはリ サイ
クル・フェアと﹁さわやか 安全
大会﹂︒リサイクル・フェ アは
毎年恒例で今年７回目︒今 回は
周年を記念して︑より充 実し
たフェアを企画しています︒
33

30

会員作品発表会

20

16

入会者数
2月度9名
(男9名、女0名)
但し、退会者 25名

56

第12号
平成20年4月15日

５月18日(日)
６月８日(日)
７月16日(水)
11月16日(日)
11月20日(木)
〜23日(日)
11月22日(土)
来年２月16日
来年３月予定
全地域班一斉清掃
リサイクル・フェア
さわやか安全大会
全地域班一斉清掃

30

30

30

30

第12号
月刊さわやか
( 1 ) 2008.4.15

地域班の活性化をめざして

29

30

フリーマーケット風景(H20.3.29)

13

20

理事会ニュース

31

17

19

19

70

14

15

17

15

配分金の支払日
4月18日（金）
5月20日（火）
6月20日（金）
７月18日（金）
８月20日（水）
９月1９日（金）
１０月２０日(月）

第４回地区リーダー会議開く

★第 回理事会 ３月 日
・審議事項＝①正会員の入会 ︑
平成 年 度
②職員給与規定の一部改正
平成 年度最後の第４回地区 ︵複数のリーダーから︶
・報告事項＝①２月度事業運 営
リーダ ー・担当理事合同会議が
︱︱後任班長を 選ぶのに苦慮
状況︑②各専門部会・安全 管
３月 日︑センター事務室で開 している︒その 選任については︑
理委員会の活動報告
かれま した︒井口会長︑北村副 センター側の支 援体制も検討し
会長︑ 谷野常務理事︑高木総務 てほしい︒︵複 数のリーダーか
﹇センター行事日程﹈
部会長︑Ａ〜Ｆ６地区のリーダー ら︶
●４月 日︵火︶地域班長会 議
および 各地区担当理事が出席︑
︱︱新規に入会 した会員につ
＝生活・保健センター
田村総 務部会員が司会を務めま いては︑各地域 班長にその旨き
●４月 日︵木︶第２回会員 作
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ェ
ス
タ
ひ
の
した︒
ちんと連絡してほしい︒
品発表会実行委員会＝センター
フリーマーケット出店
議題は︑①﹁秋の地域班会議﹂
︱︱地域班長の 労力を軽減し
会議室
ティッシュ・リーフ千組配布
での質 問に対する回答︵３〜４ てほしい︒たと えば︑班員台帳
●５月 日︵木︶地域班長会 議
面に掲載︶について︑②多摩川・ の管理やボラン ティア・ジャン
今年の﹁スプリングフ ェスタ
＝生活・保健センター
浅川ク リーン作戦︑③地域班長 パーの貸与など︒
ひの﹂︵３月 ︑ 両日︶に当
連絡会 の状況報告︑④ 年度の
これに対し井口 会長からは︑ センターの会員５グル ープがフ 女性委員会︑昭島ＳＣを訪問
地区リーダー︑副リーダー︑等々︒ ﹁それぞれ検討 し︑改善しなけ リーマーケットを出店しました︒
女性委員会は３月 日︑昭 島
ればならない問 題であるが︑と 桜満開の下︑日野中央 公園の芝
率直に各地区の情報を交換
りわけ班長の後 任選びは︑地域 生広場に面した通路一 帯に衣類 シルバー人材センター︵ＳＣ ︶
とくに③では︑各地区リーダー 班の活性化とも 大きく関わる事 や日用品の店が並び︑ 祭り客で を訪問し︑家事援助︑子育て 支
援等を研修しました︒
から率 直な状況が報告されまし 柄であり︑セン ター全体の課題 賑わいました︒
た︒たとえば︑
である﹂との発 言がありました︒ その一角で︑広報部会 が２日
︱︱最近 ︑高齢者の退会が目
間にわたってセンター ＰＲの活
当センターのホ ームページが
立つ︒ 歳以上の会員の就業対
動を展開︒シルバー人材センター
４月からリニュ ーアルしまし
策が切実ではないか︒
のティッシュとリーフ レット１
た︒ぜひご利用ください︒
︱︱この １年間のボランティ
０００組を配りました︒受け取っ
アドレスは
ア活動 を総括した︒高い意識を
て直ぐリーフに見入る 方︑質問
http://www.hinocatv.ne.jp/~hsc/
もって参加 する意義を確認した︒
する方も大勢いました︒

2008.4.15 ( 2 )
第12号
月刊さわやか

72

10

19

回答 ①と②につ いては︑Ａ〜
Ｅの５段階でＢ評 価︵現状で
よい︶でした︒③ については
Ｄ評価と︑たいへ ん厳しい評

19

行を企画してまいります︒

５ 就業率について︒﹁１カ 月
何日・何時間働いた者﹂と い
うように細分化してはどうか？

回答 就業率の出し方は︑全 国
のシルバーが同じ方法でや っ
ています︒ご意見のことは ︑
容易に答えを出せるような シ
ステムになっていませんので︑
大変難しい問題です︒

６ 定期総会が年２回開催さ れ
ている理由は何か？

回答 東京都の場合は︑﹁都 知
事の所管に属する公益法人 の
設立許可審査基準﹂︵９総 行
指第 号＝平成９年５月１日︶
により︑﹁公益法人の総会 は
年２回以上開催する﹂と定 め
られているからです︒しかし︑
他の府県では年１回がほと ん
どです︒

７ 民間の職場は︑就業後も 職
場訪問をし︑問題点や意見 の
吸い上げを実施すべきでは な
いか︒事務費を５〜 ％も取っ
ているのだから当然では？

10

地域班会議での質問に
お答えします ︵第２弾︶

15

価でした︒詳しい ことは市内
先 に︑平 成 年度 の﹁ 春の地 域班 会議﹂ で各 班か ら寄せ
の各図書館で見る か︑市ホー
ら れた質問に対 する回答 項目を﹃シル バーひの﹄ 昨年 月
ムページを見てください︒
号 ︵１７２号 ︶に掲載しま した︒今回 はその第２ 弾として︑
﹁ 秋の地域班会 議﹂で寄せ られた質問か ら 項目 にわたって
３ 家事援助の仕 事をしている
本紙でお答えします︒
が︑今までこれに関する会議︑
１ 就業の年齢制限について︑
人もおり︑物理的に困難です︒
講習会︑またマニ ュアルもな
﹃シルバーひの﹄１７２号を
また ︑面接だけで健康を客観
い状態です︒ぜひ 検討しても
読んで理解しているが︑ 歳
的に 評価することも難しいこ
らいたい︒
を超えても働く意欲が旺盛で︑
とで す︒年齢制限のない職場
しかも五体満足であり︑判断
は沢山ありますので︑センター 回答 家事援助に ついては︑こ
れからどのように 取り組んで
力・決断力・行動力を保持し︑
で相 談されるなどして︑積極
いくか︑現在︑女 性委員会で
一般常識も備えている会員も
的に 就業活動をしていただき
検討しています︒ 順次︑会員
います︒そこで︑ 歳以上で
たいと思います︒
の皆様に情報を提 供してまい
あっても働く意欲のある会員
ります︒
に対し︑定期的に面接して再 ２ ﹃広報 ひの﹄︵昨年 月
就業させるよう︑再度検討で
日号︶ に平成 年度行政評価
きないか？
シス テムが掲載され︑今回の ４ 前回の会員研 修旅行につい
て︒バス代はセン ター負担と
評価は①所管部署による評価︑
のことだが︑よそのバスツアー
②庁 内行財政推進本部による
とくらべ高いのではないか？
評価 ︑③公募市民による評価
の３ 段階でおこなったとある
回答 旅行の費用 は︑食事代に
が︑ シルバー人材センターが
左右されます︒今 回のバス旅
どう いう評価になっているの
行は５５００円の うち︑食事
か分 からない︒明確な回答を
代に３５００円か かっていま
お願いしたい︒
す︒今後ともより 良いバス旅
72

回答 年齢制限は︑発注者から
の要望とセンターの安全管理
上の見地から︑規定したもの
です︒おっしゃるとおり︑
歳以上でも元気な方は大勢い
らっしゃると思います︒しか
し︑ 歳以上の会員に面接す
ることは︑対象者が約５００

12

10

11

29

72

72
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第

回定期総会

１ 第２号議案につい て︑①
﹁就業の質を向上させ ︑顧客
満足度を高める﹂とは ︑職場
マニュアルを見直すこ とか？
②職場リーダー会議・ 職場会
議の回数と費用︑③地 区班組
織の見直しと 周年 行事の具
体案は？

質問者＝坂 義雄氏

議案質問への回答

ペットボトル１本︵１２０円︶
の飲み物を支給したらどうか？
地域班会議の 出席者にはお菓
子代︵５００円 相当︶が支給
されているので ︑これを減額
して︑差額をボ ランティア活
動分にあてたら どうか？ ま
たは︑地域班会 議出席とボラ
ンティア活動参 加との間の差
をなくし︑双方 にペットボト
ル１本︵１２０ 円︶を支給す
るのはどうか？

回答 ①発注者から委 託された
仕事を︑仕様書・マニ ュアル
どおり実施して︑発注 者や利
用者に満足していただ く︒就
業の質を高めるために マニュ
アルを見直すことは常 に必要
です︒②職場リーダー 会議は

職場ごとに年２回開催︑費 用
なし︒職場会議は︑報告があっ
た職場が ヵ所︑参加者２ ７
５人︑費用 万円余︒③地 域
班組織では班長選任が大き な
課題で︑地域を担う会員の方々
のやり甲斐があるような仕 組
みが必要と考えます︒ 周 年
行事は︑記念式典︑記念特 集
号︑フォーラム︑安全大会 ︑
会員作品発表会などです︒

41

回答 職場訪問することなどを
前向きに 検討してまいります︒
８ 仕 事をしていない人を含め
て保険料 ︵シルバー保険の︶
をかけて いるのは︑もったい
ないのでは？

回答 シルバー団体傷害保険は︑
毎月末の 会員数の年平均値が
算定基準 になっていますので︑
就業︑未 就業にかかわらず︑
全員に課せられるものです︒
しか も︑この保険は︑地域班
会議やボ ランティア活動︑定
期総会な どに行く会員にも適
用されま すので︑必ずしも仕
事をして いる会員だけの保険
ではないということです︒
回答 平成 年度の事業計画と
予算では︑全地 域班による一
斉清掃︵年２回 ︶の実施に飲
み物を提供する 予算を計上し
ています︒地域 班会議費用の
減額については ︑広く意見を
聞いて検討します︒

回定期総会

参加者は計２８５名に
２年ぶり増加 第

30

第55回定期総会（３月７日）
では、平成19年度に傘寿（80
歳）を迎えられた会員13名に、
井口会長から賞状と記念品が
贈られました。下記の方々で
す。（50音順・敬称略）

回答 最も大きいものは車両リー
ス代︒その他事務所ＯＡ機器︑
印刷機︑コピー機︑プロジ ェ
クターなどのリース代︑会 員
研修旅行のバス借用料など︒

２ 第３号議案について︑﹁ 賃
借支出﹂とは何か？

30

55

傘寿迎えた会員を祝賀

21

廣正 （南平３）
平治 （大坂上）
直 （豊田）
勝郎 （日野本町）
誠 （万願寺１）
廣雄 （百草台）
覚 （南が丘・南平台）
健二 （日野４）
博明 （南が丘・南平台）
哲義 （南平３）
武夫 （日野１）
初夫 （日野２）
薫 （豊田）

相川
青木
石井
井上
大高
小野
小峰
千葉
三原
元石
山下
山田
米山

55

第 回定期総 会の会場参加者
数は︑開始時の 集計で２４８名
でしたが︑最終 的に２８５名と
なりました︒最 近では︑平成
年３月の第 回定期総会の３０
２名に次ぐもの で︑２年ぶりの
増加となりました︒

18

20

51

９ ボ ランティア活動で自分た
ちの地域 以外の清掃をするの
は問題ないか？

10

回答 とくに問題はありません
が︑実施 する際は︑隣接する
地域班長 には事前に連絡され
た方がよいと思います︒
地域 の草 取り ・清 掃な どの
ボランテ ィア活動参加者に︑

55
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19

10

18

30

センターの紹介をする高木理事(H20.3.16)

11

16

14

7

17

日支払いに

ご理解とご協力をお願いします

「団塊世代 ウ ェ
ルカム ！日野」
集会で
16

当センターが
ＰＲ活動

24

20

18

15

20

配分金の毎月

と題する討論会︑２部 は地域団
サークル紹介
体の活動報告︒この２ 部に日野
◎日野彩友会
市シルバー人材センタ ーも参加
し︑高木理事︵総務部 会長︶が
平成 年１月︑﹁シルバー 日
センターの現状紹介を しました︒ 野彩友会﹂として発足︒その後︑
集会の趣旨は団塊世代 の地域 非会員のメンバーも迎え現在 の
配分 金の支払日は︑新年度か 皆様のご理解と ご協力をお願い 参加への応援︒１部で は主催者 名 称 に ︒ メ ン バ ー は 現 在 名
ら毎月 日となります︒ただし します︒
の呼びかけで参加した 個人約
︵会員は 名︶︒月２回定例会︒
当日が 土曜日か日曜日の場合は︑ 実際の支払日 については︑毎 人がグループに分かれ て討論し︑ 昨年 月︑会として最初の油彩・
一両日 繰り上げます︵土曜日の 月本紙でお知らせします︒
２部で地域 団体ほ どが入会の 水彩画作品展を開催︒講師は 林
場合は 日︑日曜日の場合は
お誘いをする催しでした︒
猛先生︒世話人＝松坂壽之 氏
日︶︒
︵℡５９３︲４３７９︶︒
これ までは︑支給日は原則
★﹁日野団塊世代広場﹂とは
日でし た︵当日が土日の場合は
それってなに？
団塊 世代の地域 参加応援のた め
一両日 繰り上げ︶︒これを原則
シルバー保険
市の協 力を得て 平成 年７月に 有
日 に遅らせていただきたいと
団体 傷害 保険 のこと ︒ほ か
志が 設立︒い ま﹁新し い地域の 仕
いうセンタ ーの要望については︑
組み づくり﹂ に取り組 んでいま す︒ に賠償 責任 保険 もあり ︑合 わ
昨年の﹁春 の地域班会議﹂以来︑
せて﹁ シル バー 総合保 険﹂ と
さまざ まな機会を通して会員の
いいま す︒ 会員 は入会 する と
皆様にお伝えしてきました︒
同時に ︑シ ルバ ー保険 に加 入
﹃シ ルバーひの﹄昨年 月号
します ︒保 険料 ︵傷害 ︶は 現
の特集 ﹁地域班会議での質問に
﹁団塊世代ウェルカム！日野﹂
在一人 年額 ２２ ７０円 ︒賠 償
お答えし ます﹂でも取り上げ と銘打った集会が︑２月 日
責任保 険は 個々 の会員 でな く
︵３頁 第 項︶︑ご理解を求め ︵日︶福祉支援 センターで︑さ
団体に 掛け られ ます︒ いず れ
ました︒
らに３月 日 ︵日︶多摩平の森
も全額 セン ター が負担 して い
日支払いにさせていただく ふれあい館で︑ ２回にわたって
ます︒ シル バー 保険の 適用 は
理由は ︑すでにお伝えしていま 開催されました ︒﹁日野団塊世
就業中や就業途上だけでなく︑
すよう に︑①契約金入金までの 代広場﹂という 最近設立された
定期総 会︑ 地域 班会議 ︑ボ ラ
配分金 立替払いの資金繰りに苦 団体と市企画調 整課の共催です︒
ンティ ア活 動な どに参 加す る
慮︑② 新規契約増加に伴う配分
集会は１部と２ 部に分かれ︑
就業情報は別冊に掲載
会員にも適用されます︒
金計算 事務の増大です︒改めて １部は﹁こんな地域を創りたい﹂
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｢軽微｣な事故の多発が危ない！

2008.4.15 ( 6 )

平成19年度

計11件発生

ハインリヒの法則（1：29：300）を想起しよう
当センターの平成19年度事故件数は、傷害２件、賠償３件の計５件で、最近では最も少な
い数値になっています。しかし、その背後で下表のように、事故件数には入れられない「軽
微」な事故が年間11件起きていることを、見落とすわけにはいきません。
軽微な事故も多発すれば、大きな事故につながる恐れがあります。 １件の死亡事故の背
後に29件の負傷事故、300件のニアミスがある というハインリヒの法則（本紙第２号＝6/15
付＝４面参照）を想起して、「軽微」事故やニアミスをなくすよう心がけましょう。
「軽微」事故一覧表（平成１９年度）
月日
4/04
4/17
4/17
4/25
8/27
10/31
1/18
2/13
2/20
2/28
3/12

当事者
71歳男性
66歳男性
62歳男性
65歳男性
68歳男性
72歳男性
66歳女性
65歳男性
62歳男性
67歳男性
69歳男性

仕事の内容
清掃作業
介護送迎
介護送迎
介護送迎
清掃作業
草刈り作業
室内清掃
公共施設配送
植木剪定作業
交通整理
草取作業

事 故 の 概 要
小便器のゴミ取部品を取外し中、誤って落して破損。
送迎車をブロック塀に接触させ、車右後部を一部損傷。
送迎車を境界ポールに接触させ、フロント左部を損傷
送迎車のバック中に靴がつかえ、ブレーキ操作遅れで、バックランプ破損。
医療物の処理中、不燃物として捨てる際、注射針を誤って手に刺した。
脚立を車に登載中、はみ出た脚立に前から来た車のドアミラーが接触し破損。
老人ホーム居室のタンス天板を拭き掃除中、天板上の絵画を落下、額縁損傷。
構内から車道に出る際、低いコンクリートポールに接触、車の泥除け破損。
車の荷台から二連梯子を降ろす際、誤って落下させバックミラーを破損。
早朝就業現場に向かう途中、一時停止確認不足でバイク同士接触し転倒。
花の運搬中、作業所内でトラックをバックして、木製門扉を破損。

「さくら会」ゴルフ・コンペ

21

80

お元気ですか

21

20

ゴルフ愛好さくら会が
今年初のコンペ実施

第３回﹁生きがいフォーラム﹂
発足以来︑６年目の春 を迎え ︵３月８日︶は大盛況でした︒
た平成 年第１回さ くら会コン 参加をご遠慮いただいた会員の
ペを３月 日︑大月市︵山梨県︶ 皆様には恐縮ですが︑会場いっ
の花咲カントリー倶楽 部で開催 ぱいのお客様は︑主催者冥利に
しました︒さくら会に ふさわし 尽きます︒とくに女性客が多かっ
く巷の桜は満開で︑６ 組 人が たのも特徴でした︒
﹁我こそ優勝﹂と期待 を胸に参
高齢者の生き方を考える場の
加しました︒
提供︱︱いわばこれが﹁フォー
今回からは︑２年間据 え置い ラム﹂の目的です︒講師の岡幸
たハンディキャップの 改正の年 江さんは﹁今や新しい高齢者の
で︑﹁誰でも優勝のチ ャンスあ 生き方︑ 世紀型高齢者モデル
り﹂の中︑和気あいあ いの内に を創り出していく時代﹂と言い
楽しいプレーが展開されました︒ ました︒その核心は仲間づくり︑
さくら会のレベルは高 く︑ 台 ボランティア活動︑仕事の三つ
で回った人が８人もい ました︒ で︑﹁この三つの組み合わせの
ちなみに優勝者は清水 渡氏︵日 いい例がシルバー人材センター
野１班︶︒
︵横関・記︶
です﹂と︒
毒蝮三太夫さんの講演は︑こ
れぞ﹁マムシ流﹂の漫談調︒政
治批判あり︑社会風刺あり︑芸
能界の裏話からご自身の闘病生
活まで︑まるで話の万華鏡です︒
その 端 々で 高 齢者 に 言及 し ︑
﹁楽しく生きよ﹂﹁高齢者は社
会の役に立つ﹂と激励︒﹁親の
面倒をみたら介護ヘルパーの免
許をあげるべきだ﹂との具体的
提案もありました︒︵Ｔ︶
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