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会員数

平成20年7月31日
1,608名

男性 1,230名
女性 378名

入会者数
7月度17名
(男12名、女5名)
但し、退会者10名

当センターが安全就業優良
ＳＣに 実践フォーラムで表彰

きたる 月３日に実施される
日野市日野本町２ ４ ７
東京しごと財団主催の都シルバー
℡０４２ー５８１ー８１７１
人材 センター︵ＳＣ︶連合﹁実
＊中学校校舎管理＝８月 日 践フ ォーラム﹂で︑日野市ＳＣ
が安 全就業優良ＳＣとして表彰
＊公園関係＝９月３日
され ることになりました︒昨年
＊自転車関係＝９月９日
︱︱第２回統括リーダー会議開く
度︑ 事故件数が半減したことな
＊公共施設＝９月 日
ど﹁ 事故ゼロ﹂をめざす安全活
照︶
＊スポーツ施設＝９月 日
動が評価されたものです︒
会議では︑統括リーダーの主
今年の職場リーダー会議では︑
要な任務が各職場への情報提供 とくに統括リーダー配置の目的
小学校事務補助員の会議
と問題解決︵とくに人間関係の︶︑ と意義を改めて確認し︑双方の
市への改善要望等にあることを 協力体制を構築すること︑緊急
市内の 小学校の事務補助就業
再確認︒同時に︑安全管理委員 時の連絡網設置や安全管理の徹
者の 会議が８月８日︑センター
との二人三脚で﹁安全の啓蒙﹂ 底をはかること︑などに力点が
会議 室で開かれ︑就業者 名中
を図ることも確認しました︒各 置かれました︒
名が参加しました︒例年のよ
リーダーは︑現場でのトラブル
うに 市教育庶務課の職員による
解消のための苦労など活動経験
業務 説明があり︑接遇研修︵小
を語りました︒
野講師︶もおこなわれました︒
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小学校事務補助員の会議(8/8)

﹁春の地域班会議﹂出席率

19

今年度 の﹁春の地域班会議﹂
の出席率は︑全 班の平均で ・
０％ となり︑前年度の平均 ・
８％ を２・２㌽上回りました︒
最高は ％︑最低は ％でした︒
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公共職場リーダー会議

11

¦

毎年恒例の公共５部門の職場
リーダー会議が８〜９月︑相次
いで開かれています︵学校関係
は２回︶︒各リーダーのほか︑
担当統括リーダーも参加してい
ます︒会議の実施状況は次のと
おり︒
＊小学校校舎管理＝８月 日
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現場でのトラブル解消めざして

安 藤 義 男
紺 谷 トシコ
学校 関 係

山 本

10

義 視
英 紀
公共 施 設

伊 藤
賀 来

昨年 月に発足した当センター
の統括リーダー第２回会議 が８
月１日︑センター会議室で 開か
れました︵第１回は４月︶ ︒出
席者は別表のとおりで︑今 井事
業部会長が司会を務めました︒
統括リーダーの発足につ いて
は︑本紙第６号︵昨年 月 号︶
で報じ︑３〜４面に﹁統括 リー
ダー配置一覧表﹂を掲載し まし
た︒ ︵３面﹁ それってなに？﹂ 参
統括リーダー
野
分
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就業期限確認書交付式 公共

カ所

名に
28

月の﹁シルバー人材センター
普及啓発月間﹂に向け当センター
は︑日野市内の いくつかの自治
会で会員募集の ためのチラシを
回覧していただ く取り組みを開
始します︒これ は当センターに
とって初めての 試みで︑当面は
約 の自治会にお願いします︒

当セ ンターＵ ＳＢメモ

http://www.hinocatv.ne.jp/~hsc/

当センターのホームページ

理事会ニュース

★第６回理事会 ８月 日
リ取扱い基準について
・審議事項＝①正会員の入会︑②
月 １日から就業開始の公共
次いで伊藤総務 副部会長︑今
さる５月に当センター で個人
設立 周年記念表彰基準等
部門 ヵ所 名に対する就業期 井事業部会長︑ 飯森安全管理副 情報の紛失事故が発生 して以来︑ ・報告事項＝①公益社団法人移行
限確認 書の交付式が９月５日︑ 委員長がそれぞ れお話しました︒ 事務局では情報の管理 徹底に努
スケジュール︑②７月度事業実
生活・ 保健センターでおこなわ
伊藤氏は﹁お客 様に満足して めてきました︒そうし た関連で
績︑③各専門部会の活動報告
れました︒
いただけるよう 仕様書・マニュ 今回は︑各会員が事務 局のパソ
事業部会 の橋本理事の司会で アル通りの就業 を﹂と強調︒今 コンを扱う場合︑事務 局が貸与 ﹇センター行事日程﹈
始まり ︑井口会長が﹁皆さんは 井氏は統括リー ダーと職場リー するＵＳＢメモリのみ を使用し︑ ● 月３日︵金︶実践フォー ラ
３・７ 倍の応募者から選ばれた ダーの関係を説 明︑﹁明るい職 個人のＵＳＢメモリやフロッピー
ム＝東京しごと財団
方々︒ 行政サービスの一翼とし 場づくり﹂を訴 えました︒飯森 ディスクはいっさい使 用しない ● 月 日︵水︶地域班長会 議
てしっ かり就業してください﹂ 氏は都・全国Ｓ Ｃの事故状況を こととします︒この措 置は９月
＝生活・保健センター
と挨拶 ︒続いて︑就業者を代表 プロジェクター で解説し︑﹁事 から実施します︒
して塚 本佐俊氏が同会長から就 故ゼロをめざそ う﹂と呼びかけ
このＵＳＢメモリ取り 扱い基 ★フォトサークル﹁であい﹂
業期限 確認書を受け取りました︒ ました︒
準の目的は︑会員名簿 ・顧客名
第６回写真展
９月 日︵水︶〜 日︵
日︶
このあと︑接遇 専門委員・小 簿等の﹁重要情報﹂︵ 漏洩した
午前 時〜午後５時
野征行氏による 接遇講習がおこ 場合︑センター全体の 事務執行
︵ただし 初日は午後 １時から ︑
なわれました︒
に重大な影響を与える ︑最も厳
最終日は午後４時まで︶
格な管理を要する情報 ︶の保全
会員募集チラシを自治会で
日野市民会館２階展示室
です︒
回覧へ 普及啓発月間に向け
※お 問 い合 わせ ＝代 表・小 池
ＵＳＢメモリの貸与は ︑﹁情
一清 ☎５９１︲５６２１
報管理者﹂︵情報資産 を取り扱
う局長代理またはこれ に準ずる
者︶がおこないます︒ 会員の皆
様のご理解とご協力を お願いし
ます︒
︵事務局︶

仕様書・マニュアル通りの就業を
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井口会長から確認書を受け取る塚本氏(右)

29

配分金の支払日
９月1９日（金）
１０月２０日(月）
１1月２０日(木）
１2月19日(金）
1月20日（火）
2月２０日(金）
3月19日（木）
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会員作品発表会 《作品募集》
第12回

典］
式
［第１部

井口会長、馬場日野市長（名誉会長）、手嶋日野市議会議長ほか
主要な民間発注者
①10年以上在籍の会員
②２期4年以上の理事・監事・ 地域班長で退任
された方（３年６期以上の現役地域 班長を含む）
○挨
拶
○感謝状・記念品
○表彰・記念品

夜 間一 人職 場の 連絡
網設置へ
学校の校舎管理補助業 務など
会員が夜間一人で就業 する施設
での安全管理はかねて から問題
になっており︑さる７ 月 日の
﹁さわやか安全大会﹂ でも改め
て提起されました︵４ 面﹁丸山
指導員の講評から﹂参照︶︒
これを踏まえて今回︑ 就業中
の安全確認をおこなう 一つの方
策として︑同種の夜間 一人職場
複数に相互の連絡網を 設置する
ことになりました︒

第七ブロック８市ＳＣ祭典

フェア・エイト
に参加しましょう

● 月 日︵水︶
午前９時半〜午後３時半
●日野市生活・保健センター
・ 基 調 講 演＝岡 幸江氏︵ 埼
玉大学准教授︶
・会員発表会＝各ＳＣから１名
・ 健 康 教 室 ＝メタボ測定と 予
防︵市健康課︶
語＝口演・森ケ家二八氏

・落

それってなに？

統括リーダー

70

平山 小 ・旭 が 丘東 学 童ク
ラブを研修 女性委員会

33

10

平成 年 月１日付の会長委
嘱で発足した当センター就業関
係の指導・協力機関︒目下︑公
共５部門に９名︵公共施設︑学
校関係各３名︑スポーツ施設︑
公園関係︑自転車関係各１名︶
が配置されています︒いわば各
職場リーダーの相談役で︑計
地域班長のもとに６名の地区リー
ダーがいるように︑計約 名の
職場リーダーのもとに９名の統
括リーダーがいる格好になりま
す︒主要任務は情報提供︑問題
解決︑改善要望︑安全啓蒙等︒

10

村上敏明氏
※全会員（式典当日在籍中の）に記念品を贈呈。式典への参加者に紅白饅頭を進呈
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当センターの女性委員 会は８
月４日︑日野市内の平 山小学校
学童クラブと旭が丘東 学童クラ
ブを訪れ︑学童保育事 業を研修
しました︒委員会メン バー６名
が２組に分かれ︑平山 小学校学
童クラブには池田常務 理事が︑
旭が丘東学童クラブに は生田事
務局次長が同行しまし た︒この
研修は︑さる７月 日の日光市
ＳＣでの学童保育事業 研修に基
づいて企画されました︒
17

設 立 30周 年 記 念 式 典
日野市シルバー人材センター
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●11月22日（土）午前10：00〜12：00／日野市民会館大ホール

［第２部 アトラクション］
テノール歌手・村上敏明氏ら村上ファミリーが総出演

日野市シルバー人材センター設立３０周年記念行事

開催期間：11月20日(木) 〜 23日(日)／日野市民会館2・3階展示室

○ 募 集 品 目：絵画、水墨画、写真、書、切り絵、手工芸品、盆栽、水石、生け花、陶芸、カッパ
ークラフト、紙漉き、飾り炭、その他（ただし、大きなオブジェ等はご遠慮ください)
○ 作品サイズ：絵画＝１５号以内、書＝連落ち以内、写真＝六つ切り以上
○ 申 込 方 法：氏名・地域班名・電話番号、品目・点数・題名・サイズを明記し、ハガキにて
○ 申 込 期 限：９月末日まで
○ 申込み・問合せ先：事務局・鵜川 Tel．５８１−８１７１

平成

年７月

日開催

さわやか安全大会
アンケート結果

87

・長かった
・普通
１名︵

％︶

③体験発表の感想は？︵抜粋︶
・具体的で説得力がありました︒
・私の仕事にも取り入れたい︒
・一人 でやる校舎管理は安全面
で大変と思います︒
・植木 班はすばらしい仲間と感
心しました︒
・花岡 さんの発表︑参考になり
ました︵町田市ＳＣ︶︒
・現場 作業でのトイレには困っ
ています︒
・丸山 先生の講評︑聞きやすく

・短かった

1.1

７名︵ ％︶
名︵ ・５％︶

②発表時間について

・物足りなかった １名︵ ％︶

①職場体験発表の印象は？
・とても良かった
名
︵ ・２％︶
名︵ ・６％︶

・普通

94

27 71 67

1.1 917.4

ためになりました︒
連続無事故記録は
ひのっちの子供達
・ 周年企画として良かった︒
３１８日で中断
夏井 美保子
④基調講演の感想は？︵抜粋︶
・失敗学︑大変 おもしろかった︒ 前号で当センターの連 続無事
学校の門をくぐると︑運動場か
・参考になりま した︒深く勉強 故記録を３３０日と報 じました
が︑さる８月４日に就 業途上の ら子供達の大声が聞こえる︒
します︒
早速︑二年生のみずきちゃんの
・すばらしい企 画でした︒２年 女性会員︵ ︶が自 転車転倒事
に１度くらいやってほしい︒ 故を起こしていたこと が１ヵ月 一輪車乗りの手伝いをする︒﹁見
・ 周年行事 として良い企画で︑ 後に判明︒この結果︑ 無事故記 てて︒手を離さないで﹂と叫ぶみ
録は︑３１８日で中断しました︒ ずきちゃんの手を握る︒﹁離すよ︒
担当者に敬意を表します︒
事故の報告は直ちにするように！ 大丈夫だから︑まっすぐ向いて行っ
さわやか安全大会での
てごらん﹂と私が言うと︑みずき
ちゃんは口を結んで両手を水平に
広げて一生懸命ペダルを踏む︒
﹁できたあ︑できたあ﹂
私は両手でみずきちゃんを抱い
た︒
﹁私にもやってェ﹂﹁僕にも⁝﹂
と数人が私の周りに集まってきた︒
息子の錆びた一輪車は︑たしか
引越しのときに捨ててきたなあ︒
息子の一輪車乗りを手伝ったこと
があっただろうか︑の思いがよぎ
る︒
私は︑ひのっちパートナーのメ
ンバーのひとりになって︑子供達
と遊びながら︑子育てのやり直し
ができたらなあ︑と後悔してみた
りしている︒
30

事務局長に携帯電話をかけるなどし
丸山指導員の講評から
ているところもある︒
﹇さわやか安全大会での丸山眞弘氏
ここのセンターも︑いま提案があ
︵東京しごと財団安全・適性就業パ りましたように︑ひとつ考えてみる
トロール指導員︶の講評を問題別に 価値はあるんじゃなかろうかと思い
いくつか紹介します︒﹈
ます︒もう一つ︑今井さんが言って
一人作業をしているとき︑往き帰 おられた︑一人作業ですから自分が
りの一人になるときにどう対応した 倒れたときにどうしたらいいか︒こ
らいいか︒そういう危機管理体制は れは他のセンターも非常に悩んでい
必要ですね︒とくに事務所が開いて ます︒
今井 さ んが
ないときにどうするか︒ ① 危 機 管 理 対 策
お考えになっ
都内 の半分くらい
のＳＣでは︑事務所が開いてないと た２つの方法︑家庭に連絡するとか︑
きには︑何らかのシステムで事務局 警備保障会社に連絡するくらいしか
の幹部と連絡が取れるように︑たと 現在のところないだろう︑今後の大
えば︑グループの長に連絡をして︑ きな課題じゃないかと思います︒
米
米
米
グループの長から事務局長に連絡を
当センターでも︑緊急時に会員
するとか︑あるいは地域がしっかり
しているところは︑地域の班長さん ︵地域班長︑職場リーダー等︶と事
とか︑そういう人を通じて連絡をす 務局をつなぐ﹁危機管理の緊急連絡
る︒小さいところは︑ダイレクトに 網﹂を実施しています︒
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＊参加者数 １４９名
︵男性１４２名︑女性７名︶
＊アンケート回収数
名
︵男性 名︑女性７名︶
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