改正道路交通法も視野に

︽ 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

当センターで自 転 車 講 習 会
18

川・ 浅川﹁クリーン作戦﹂の実
施状 況︑５月の全地域班一斉清
掃の段取りなどについて報告︒
討議で は今年も﹁クリーン作
戦﹂ の反省に話題が集中しまし
た︒ 出発地点を分散するなどや
ようになるが︑歩行者の通行を り方の工夫も提案されました︒
妨げてはいけない︒歩行者妨害
夢が丘小でひのっ子
は２万円以下の罰金又は科料︒
パトロール隊に感謝状
＊酒気帯び︑２人乗り︑並進
の禁止︒特に酒気帯びは５年以
夢が丘 小学校区の﹁ひのっ子
下の懲役又は 万円以下の罰金︒ 安全 パトロール隊﹂︵田部直正
リー ダーはじめシルバー会員３
新年度第１回
名︶は︑３月 日の同校朝会で︑
地 域班 長会 議
通学時防犯協力の地域ボランティ
アの 方５名ともども︑学校長名
とＰ ＴＡ会長名による感謝状を
授与 されました︒こうした感謝
状は珍しいことだそうです︒
男性 1,182名
女性 360名

入会者数
3月度8名
(男7名、女1名)
但し、退会者 37名

程久保班長に野上昭雄氏

平成 年度初の地域班長会議
が４月 日︑生活・保健センター
で開かれました︒北村副会長の
挨拶に続いて池田新事務局長が
新任の挨拶をしました︒

100
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当センター安全管理委員 会主 最近とくに自転車の事故が増え
催による自転車講習会が４ 月８ ている︵全国で 万件︑都内で
日︑センター会議室で開催 され︑ ３万件︶と警告︒さらに６月施
女性２名を含む約 名が参 加し 行の改正道路交通法との関連で
ました︒ただし︑雨のため 屋外 注意がありました︒その触りは
実習は中止になりました︒
次の点です︒
講習会には︑日野警察署 交通
＊自転車も歩道を通行できる
課の下田課長︑佐野指導員 ︑お
よび日野市輪業組合の篠会 長が
来訪され︑挨拶︑助言︑講 演が
おこなわれました︒篠会長 から
は︑自転車の点検の話︒ブ レー
キ︑ベル︑ライト︑溶接部 がポ
イントで︑﹁年１回の点検 ・整
備﹂が強調されました︒

会員意向調査票回収率

全体で ％︑南平３班 ％

平 成 年度 の会員意向調 査票の
回 収結果︵ 最終︶は ︑全体 の回収
数 １３８１ 名︑未回 収数２ ４３名
で ︑回収率 ・０ ％︒地域 班別で
は ︑南平３ 班が回収 率１０ ０％︑
２位は日野２班の ・４％︒

100

1,542名

各地域班長の側では︑ほとん
どの班長が任期継続ですが︑程
久保班では４月から野上昭雄氏
が新班長に就任し︑席上︑挨拶
と自己紹介をしました︒

10

回定期総会

月 日︵金︶午前 時〜
七生公会堂︵高幡不動︶

10

歩行者優先に心がけよう

第

97

平成20年3月31日

15 20

﹁クリーン作戦﹂など討議

85

85

会員数

各部会の新年度方針の説明に
次いで︑高木総務部会長が多摩

30

30

メーンは︑おなじみ佐野 指導
員の講演︒﹁自転車はドイ ツ人
の発明で︑日本に入ってき たの
は早くも江戸時代﹂で始ま り︑

19
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佐野講師のお話。熱心にメモをとる人も

19

23

理事会ニュース

★第１回理事会 ４月 日
・審議事項＝①正会員の入会 ︑
②平成 年度事業報告︑③ 平
成 年度収支計算書︑④正 会
員会費規定の一部改正
・各専門部会・委員会の報告

﹇センター行事日程﹈
●５月 日︵日︶全地域班一 斉
清掃︵ 周年記念行事︶
●５月 日︵金︶第 回定期 総
会＝七生公会堂
●６月５日︵木︶春の会員研 修
旅行＝富岡製糸場︑高崎観音
●６月８日︵日︶リサイクル ・
フェア

30

コニカミ ノルタ恒例 のさくら 祭
り︵４ 月 日 ︶に当セ ンターか ら
手芸班 とふれあ い工房が 出店し ま
した︒今年が３年目です︒

コニカミノルタさくら祭りに
当センターからも２班出店

56

小雨決行 当センターから３９３人参加
12

10

19

30

多摩川・
浅川﹁クリーン作戦﹂

18 24

年間ボランティア
活動実施状況(平成19年度)

回 数 のべ人数
（前年) （前年)
一般
６５ １０３１
ボランティア
(75)
(1116)
多摩川・浅川
１
４３８
クリーン作戦
(1)
(463)
小学校
２９１ １０３３
防犯パトロール (275)
(1031)
(新町班、栄町班)

今年の多 摩川・浅川﹁クリー
︶︒
ン作戦 ﹂は小雨決行となりまし
市の緑と清流課 によると︑参
た︵４ 月 日︶︒そのせいか︑ 加者総数は 団体と個人の１４
今回の 当センター参加者は３９ １９人と昨年を上回りましたが︑
３人で ︑昨年を下回りました︒ 雨のため収拾ゴ ミの総量は６・
一昨年 とも比べると︑２年連続 ９㌧と昨年の約半分でした︒
の低下です︵下表参照︶︒
そうした 中でも昨年︑一昨年
より参 加者が増えた地域班もあ
しかし︑ 会員の配分 金が地
ります ︒参加者数順にあげると
域の一般労 働者の賃金 より低
都
最
低
賃
金
と
︵カッ コ内は昨年︑一昨年の数
い場合︑一 般労働者の 仕事を
シ ルバ ー 人 材 セ ンタ ー 奪うなど地 域の労働市 場を混
値︶︑日野２ 班 ︵ ︑ ︶︑
南平３班 ︵ ︑ ︶︑西平山
乱させる恐れが出てきます︒
最近︑ 東京都の最 低賃金が
センター としては︑ 受注す
班 ︵ ︑ ︶︑万願寺１班
︵ ︑ ︶ ︑日野本町班 ︵ ︑ ７３９円 に改定され た︵昨年 る仕事の配 分金が︑当 該地域
月 日発効︶の に伴い︑シ の類似の仕 事の対価に 比べて
ルバー会 員の配分金 はどう変 著しく低く ならないよ うに留
わるのか ︑という質 問が各所 意します︒ 同時に︑仕 事の見
から出されています︒
積基準等に ついても︑ 地域の
まず基 本的な認識 として︑ 最低賃金や 業界の一般 的な基
シルバー 人材センタ ーの会員 準を参考に して︑見直 しを要
はセンタ ーおよび就 業先と雇 請してまいります︒
用関係に なく︑最低 賃金制と
ただし︑ この場合も ︑セン
直接の関 係はありま せん︒し ターの目的 に照らし︑ 雇用労
たがって ︑最低賃金 の改定に 働者や民間 事業者の就 労を侵
伴って配 分金の変動 が自動的 食しないよ う十分留意 するこ
に生じるわ けではありません ︒とが大切です︒
︵Ｈ︶

19

18

12

16 22

浅川・一番橋〜平山橋間で(H20.4.13)

23

20

17

26

29

25

13

18

27

18 19

30

配分金の支払日
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）
１1月２０日(木）
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リサイクル・フェア
第７回

★﹁
生き生きカルチャー教
室﹂
講師募集 ︵ 月開講分︶
申込 み ︵ 詳細 ︶ ＝ ５ 月 日
︵月 ︶ ま で に 担当 ・ 山 口 へ
お電話ください︒

﹁
講座﹂
例
１ 文学・
歴史・
教養講座
古典︑漢詩︑小説︑短歌︑
俳句︑川柳︑歴史など

サークル紹介

◎ふろーズひの
カラオケ＆旅行同好会

年前のお花見からシルバ ー
の有志が集まって﹁山歩きと 温
泉を楽しむ会﹂が誕生︒近隣 の
山々を歩いて３年経ったころ ︑
山歩きは無理となり﹁カラオ ケ
と旅行同好会﹂に︒会名は不 老
長寿にあやかって﹁ふろーズ ﹂
とした︒毎月第３木曜日に例 会
を開いて６年︒会員は 名︒
世話人＝棚瀬 鐡男氏︵℡＆
＝５８５︲２７５１︶

それってなに？

地域班長

Fax

２ アート講座
水墨画︑絵手紙︑木版絵︑
ちぎり絵︑写真︑生け花︑
茶道︑書道︑ペン字︑手芸︑
パッチワーク︑工芸など

３ 外国語講座
韓国語︑中国語︑英語︑
フランス語︑スペイン語など

火災警報器の販売︑耐震家具転倒
防止の取付け工事を始めます

地域 班設置 規程 に基 づく役
職 で︑ 当セン ター では 理事・
監 事︑ 専門部 会員 と並 ぶ重責
に あり ます︒ 地域 班長 は班員
の 互選 により 選出 し︑ 会長が
委 嘱し ます︒ 任期 は役 員の２
年 と同 じで︑ 再任 を妨 げませ
ん ︒班 長の任 務は ︑地 域班会
議 の招 集︑班 の事 業活 動の推
進 ︑班 員の希 望等 の把 握︑就
業 機会 拡大の ため の協 力︑セ
ン ター から会 員へ の連 絡︑伝
達および文書等の配布です︒

16

26

!
◎発売時期 平成 年６月初旬
◎販売内容
①火災警報器は店 頭販売︵自
分で取付け可能︶ ②転倒防止
取付けは会員の大工チームで
◎注文方法 折込みの別 冊チラ
シにて︑事務局に お申込みく
ださい︒

10

10

20
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６月８日（日）午前９時〜午後３時
リサイクル事務所前広場で
■家具など例年のリサイクル品販売に加え、新しいコーナーもあります！
・リサイクル自転車の販売復活！ガラポンの目玉景品に自転車、ビール、お米…
・地元新鮮野菜、ミニ盆栽。焼そば、焼き鳥にギョーザが追加！コーヒー、アイスクリーム
・お子さま向けにパターゴルフを新設。アンケート協力者にミニボールペンを進呈！

リサイクル・フェア実行委員会

あなたの少しのお手伝いで
とても助かる家庭があります
負担にならない範囲で家事の援助をしてみませんか。週１回でも２回でも、
１〜２時間だけでも、他に就業していても可…。連絡をお待ちしております。

ただいま登録会員募集中！！

連絡先：℡５８１−８１７１（日野市シルバー人材センター事務局）
女 性 委 員 会

設立

周年記念行事

﹁
さわやか安全大会﹂
概要決まる

チェーンソー講習会
申込みのお知らせ

これ︑無事故
マークです︒
５月 日で連
続無事故２３
８日を記録︒

13

︱︱就業現場の安全と家族の健康・安心を考える︱︱
﹁家庭内作業の安全について﹂
＊渡邊 敬明︵ 七生自然学園テ
ニスコート︶﹁ 公共施設にお
ける安全対策について﹂
＊今井 信一︵第六小学校︶
﹁仕様書内の安全﹂
＊川元 俊宣︵ 豊田駅周辺自転
車整理︶﹁自転 車整理員のぼ
やきと悩みをこえて﹂
＊吉澤 千尋︵南平丘陵公園︶
﹁丘陵公園作業の安全管理﹂

第２部 基調講演
◎演題﹁ダメ失敗を撲滅する﹂

◆

◎講師＝飯野謙次氏
ＮＰＯ失敗学会副会長
◆

30

15

当センタ ー設立 周年記念行
事の一 環として安全管理委員会
が主催 する安全・健康問題のイ
ベント ︑﹁さわやか安全大会﹂
の概要が決まりました︒
日
場

時＝７ 月 日 ︵ 水 ︶
午後 時 分〜
所＝ 日 野 市 市 民 会 館
小 ホール

第１部 安全フォーラム

30

職場の安 全発表会︒各職場の
代表７ 名がそれぞれ自己の体験
と対策を報告します︒

◆

母の思い出

武藤

岩男

母は六十五歳で他界した︒
先にご案内しましたエンジン・
小学一年のとき︑近所の友だち
チェーンソーの講習会 を︑左記
数 人と登 校の途中 ︑上 級生 に誘
のとおり実施します︒ 受講を希
われ︑私は学校をズル休みし宇都
望される方は︑５月 日︵金︶ 宮の街をブラブラしたことがある︒
までに︑事務局︵担当 ・平野︶
授 業が終わった頃を見 計らい︑
あて氏名・会員番号を記入の上︑ 何 食 わ ぬ顔 で家 に帰ったら母 に
ハガキにてお申込みください︒ ﹁今 日︑学校へ行 かなかったんじゃ
ない？ ﹂と聞 かれ ドキッとした︒
記
﹁ちゃんと顔に書いてあるよ﹂と怒
日 時 ６月 日︵金 ︶ 時半
られた︒同級生のヤッチャンが母に
〜 時 雨天決行
告げ口したのだった︒
場 所 センター周辺 ︵集合は
学生時代に授業をサボり︑単位
事務局前︶
が取れず留年したときは︑何も言
講 師 ︵株︶マキタ・奥田氏
わずに授業料を払ってくれた︒
講義内容 取扱説明︑ 機器の分
社 会人になって間 もなく︑自信
解︑歯の選定 ・交換︑
をなくして﹁会社をやめたい﹂と言
メンテナンス︑実習
い出したときは︑﹁そんなことはな
服装等 作業に適した 服装と靴 い︑おまえはやれば出来る﹂と言っ
及び軍手︑筆記用具
て励ましてくれた︒いつも陰に日向
経 費 無料
になり私を勇気づけてくれる母だっ
た︒
昨年９・ 以来︑無事故つづく
こんな母だったが︑若い頃はモダ
ンガールで︑高島屋の紳士服売り
場の売 り子だったそうだ︒母は父
と仲のいい夫婦であった︒
六十 歳を過ぎた今︑私は母をし
みじみ懐かしんでいる︒
13

15

2 38日目

30

12 16

発表者名・所属・演題

出席ご希望の 方はハガキでお
申込みください︒
●締切り ６月 日︵火︶
●申込み 氏名 ︑会員番号︑職
場名︵就業され ている方︶を記
入の上︑事務局 ︵担当・平野︶
あて︒多数の場合は先着順︒

21

30

＊大倉 昭次︵植木班︶
﹁声掛け合って︑守ろう安全
︵街路樹剪定作業から︶﹂
＊佐藤 倫夫︵草取り班︶
﹁心で見分ける草と草花﹂
＊花岡 如江︵女性グループ︶

10
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