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岡准教授が基調講演

開会式に続いて基調講演︒埼
玉大学教育学部の岡幸江准教授

1,635名

男性 1,251名
女性 384名

入会者数
9月 15名
(男10名、女5名)
但し、退会者4名

会員発表会︑健康教室など

から︑﹁高齢者の生きがいと地
域貢献﹂と題して 分間のお話
がありました︒フェアのメーン
テーマ﹁女性の目線を生かした︑
高齢者の生きがい充実と心身の
健康づくり﹂の具体版︒
岡先生は詳しいレジュメを配
り︑﹁人は持てる力を地域や社
会に生かしたい︒シルバーで働
くことは仕事と地域貢献を一体
化すること﹂と解説しました︒

平成20年9月30日

さらに︑日野市保健師による
メタボ測定と予防のための健康
教室︑各ＳＣ代表による﹁私の
生きがい・健康づくり﹂の会員
発表会と︑メーンテーマに沿っ
た企画が午後も続きます︒
アトラクションは︑森ヶ家二
八氏の落語︒﹁時そば﹂などを
例に﹁落語に学ぶ江戸の知恵﹂
の口演を︑一同楽しみました︒

村上敏明氏

式典もコンサートも、ふだん着でお越しいただいて結構です。

¦

℡０４２ー５８１ー８１７１

〝高齢者の生きがい充実と心身の健康づくり〟

８市ＳＣフェア・エイト開催

22

「２００８フェア･エイト」会場風景

45

第1９号
平成20年11月15日

多摩地区８市︵八王子︑ 府中︑ ２１５名が参加しました︒
調布︑町田︑日野︑狛江︑ 多摩︑ 午前９時半︑当センターの池
稲城＝市政施行順︶のシル バー 田和宣常務理事の司会で開会︒
人材センター︵ＳＣ︶で構 成す フェア・エイト実行委員長とし
る第七ブロックの祭典﹁２ ００ て井口義雄日野市ＳＣ会長が挨
８フェア・エイト﹂が 月 日︑ 拶し︑馬場弘融日野市長が祝辞
日野市生活・保健センター で開 をのべました︒
催されました︒他ＳＣも含 め計
10

会員数

中面に折 込み︑６㌻建 て

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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講演する岡准教授

11月22日（土）午前10：00〜12：00／日野市民会館大ホール

［第１部 式
典］式辞・祝辞、感謝状・表彰状贈呈など
［第２部 アトラクション］村上敏明ファミリー・コンサート

※全会員に記念品を贈呈します。式典参加者には紅白饅頭を進呈（ただし会員のみ）。
ご来場の際は、「出席票・記念品引き換え券」をお忘れなく！
※コンサートには会員のご家族の方々も、ぜひご来場ください！10：45ごろ開演。

12

理事会ニュース

★第８回理事会
月 日
・審議事項＝①正会員の入会︑②
就業規約の一部改正等
・報告事項＝①９月度事業運営状
況︑②各専門部会・安全管理委
員会の活動報告

11

14

22

20

16

23

理事︶による当センタ ーの事業
内容の説明︒仕事の配 分︑配分
金の平均額︑共働・共 助による
シルバー生活の基本な どについ
て具体的に話しました ︒最後に
参加者一同は︑シルバ ー会員が
就業している近くの駐 輪場を見
学しました︒

31

﹇センター行事日程﹈
● 月 日︵日︶全地域班い っ
せい清掃
● 月 日︵木︶〜 日︵日 ︶
会員作品発表会＝市民会館
● 月 日︵土︶ 周年記念 式
典＝市民会館大ホール
● 月 日︵日︶リサイクル ・
フェア＝リサイクル事務所

10

30

﹃月刊さわやか﹄を
市庁舎に設置
日野市庁舎の第１玄関 を入っ
たすぐ右側の広告棚に ︑数十部
の﹃月刊さわやか﹄が 置かれて
います︒池田常務理事 の発案と
尽力で実現しました︒

『月刊さわやか』(左上)を設置した広告棚

月２日︵火︶〜７日︵日︶
午前 時〜午後５時
豊田市民ギャラリー﹇お問 い
合わせ＝松坂℡５９３ ４-３７９﹈

★日野彩友会第３回絵画展

11

入会案内説明会

材センターの概 要を説明するビ
デオ上映︒︱︱ ﹁最近︑元気な
お年寄が増えて いますよ︒皆さ
身近な会場で開催
ん︑シルバー人 材センターで働
当センタ ーの入会案内説明会 いているからで す﹂と︑ナレー
は︑昨 年４月以来︑センター会 ター役のタレン ト・山田隆夫さ
議室の ほかに各地域の身近な会 んが明快に語ります︒
場で開催しています︒
次いで︑池田事 務局長︵常務
月 日 午前 〜 時︑ＪＲ
豊田駅 北口の勤労・青年会館で
この月 ２回目の入会案内説明会
がおこ なわれました︵毎月２回
開催︶ ︒今回は計９名︵男性６
名︑女性３名︶が参加しました︒
参加規 模は時期や場所によって
まちま ちで︑多いときには 〜
人 にも︒傾向としては︑前年
に比べやや増えています︒
説明会は 最初に︑シルバー人

10

20

﹁ボランティア﹂で白熱討議 めぐって白熱した討議と
なりました︒
￤￤第４回地域班長会議
最近︑ボランティア活
動に参加する人としない人︑参加
者の多い班と少ない班の２極傾向
が目立ち始めています︒これまで
も地区リーダー会議などで問題に
なっていましたが︑今回は班長同
士がお互いに﹁ボランティアへの
姿勢﹂を問いただす討議に発展し
ました︒﹁ボランティア﹂の呼称
を変えてみては︑との意見も︒

11

10

30

﹁ボランティア活動はあくまで
ボランティアのはず︒強制するも
のではない﹂
﹁いや︑それでは出ても出なく
ていいことになってしまう︒私は
〝１回でもぜひ参加してください
〟と呼びかけている﹂
月 日の第４回地域班長会議
は︑ボランティア活動のあり方を

12

12

配分金の支払日
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）
4月20日（月）
5月２０日(水）

17

15

10

10
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勤労・青年会館での説明会

回答 会員とし ての務めであり︑
積極的に参加を していただく
よう促していきます

８ ﹃月刊シルバー人材センター﹄
︵全シ協発行︶の閲覧 が出来
るように 掲示して欲し い︒
︵他のＳＣより今回当 ＳＣ会
員になった新入会員か らの要
望︶

ような表記は今後改めます︒
９ 指定管理者制度に対する ︑
６ 理事の選任の際︑ 理事の経
対応策はどうなっているか？
歴が解からず信任のし ようが
ないので︑シルバーの 会員に 回答 事業の将来を左右する こ
なってからの経歴を記 載でき
とになることなので︑慎重 に
ないか？
対応し︑引き続き勉強して ま
いります︒
回答 経歴の内容や記 載方法な
ど対応を検討します︒
仕事に関して︑業務マニ ュ
アル︑標準作業規定などが 完
７ 安全対策など事前 の対策は
備されておらず︑同じ作業 間
承知しているが︑事故 があっ
でも作業時間に不公平感が あ
た場合︑その後の結果 報告を
る︒作業リーダーの主観に 大
知らせて欲しい︒
きく左右されているのはお か
しい︒
回答 安全対策の基本 姿勢は
﹁自己管理に始まって ︑自己 回答 業務マニュアルは職場 で
管理に終る﹂というこ とです︒ 整備していくものです︒職 場
報告についは︑許され た範囲
の会員全員でマニュアルを 作
内において報告します︒
成し︑全員がそれに基づい て
仕事を進めていくことです︒

地域班会議での質問に
お答えします
１ リサイクル事務所の販売促
進につい て︒ごみカレンダー
に︑リサ イクル事務所の事業
内容と電 話番号が記載されて
いること を知らない会員が多
い︒もっ と一般の方を含めて
ＰＲして欲しい︒

回答 これから積極的にＰＲし
ていきます︒

２ 第 回定期総会で︑質問者
の直接質 問がなく︑また事前
質問事項 も回答を読み上げる
のみで︑ ほとんど内容が伝わ
らず物足りなかった︒
回答 時間の制約がありますの
で︑質問 のある方は事前に文
書で提出 していただくことに
なってい ます︒また︑回答は
わかり易 く説明するようにし
ます︒

項目にわ

５ 会員意向調 査について︑
％の回収率だそ うだが ％の
人は脱会はした のか︒会員を
おどかす体制は 理事全員が了
解したのか？

回答 閲覧できるよう に検討し
ます︒

回答 これまで の就業実績がど
うであったか︑ などを基準に
しています︒

３ 就業者の適 性は何を基準に
決められているか？

17

４ ボランティ ア活動などにほ
とんど参加され てない人の扱
いを︑事務局で はどのように
考えているか？

85

56

最近のトラブル︑不祥事 に
関して︑具体的な実例を公 表
して欲しい︒自分達にも関 係
することで他人事ではない︒

10

回答 今までも公表してきま し
たが︑今後も可能な限り公 表
いたします︒

11

今年度﹁春の地域 班会議﹂で寄せられた質問か ら
たってお答えします︒

回答 未回答の 人は︑全員は退
会していません ︒退会を促す

15
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申込み︵詳細︶＝ 月 日
︵火︶までに担当・山 口へお
電話を︒℡５８１︲８１７１

回答 仕事をい ただいているお ★
﹁ 生き生 きカ ルチ ャー教
得意先です︒
室﹂講師募集 ︵４月開講分︶

研修を計画しています︒

自転車関 係の就業について
は︑トラブルが 起こらないよ
うに︑グループ で研修する必
要があるのではないか？

回答
多摩川・ 浅川クリーン作戦
のとき︑スター トする時点ま
では︑担当が一 人集合場所に
残るべきである︒

回答 そのよう な方向で検討し
ています︒

★﹁年賀状﹂印刷を承ります

﹁
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

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

※筆耕勉強会のお知らせ※

25

統括リーダーについて︒現
状ではこ の機能が不充分でな
いか？

回答 問題が起きているところ
の相談を 受け︑その解決に努
力してい るが︑少々力不足が
あること は否めないので︑少
しづつ勉 強して︑経験を積ん
で力をつ けていきたいと考え
ています︒
会員が増えないのは︑シル
バーに魅 力がないからではな
いのか？

回答 企業の雇用延長などいろ
いろな状 況変化があると考え
られます︒

︵喪中ハガキもあります︶

19 5

12

5

14

14
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●お留守番

●お買い物

11

毎月第 １金曜日︵ 時〜︶に 当
事業活動収支説明の資料で︑ サンプル掲示＝センター入り右の部屋
セン ターで自 習形式の 筆耕の勉 強
事務費︑ 材料費等の勘定科目
受付＝随時︵℡５８１︲８１７１︶
会をおこなっています︒
の意味が わからない︒﹃月刊
お渡し＝通常 日後
筆耕と は︑賞状や 封筒宛名書 き
さわやか﹄の﹁それってなに？﹂
締切日＝ 月 日︵金︶
等︑ 報酬を受 けて書き 写したり ︑
などで解説したらどうか︒
パソコン班︵
旧ＰＣ支援業務グループ︶ 清書 したりす るもので す︒書道 の
段と は関係な く︑基本 に忠実に 書
けることが前提です︒
回答 その方向で対応します︒
●民間の就業情報は
月 日︵金︶ 時〜の勉強 会
テレフォン・サービス
に参 加希望の 方は︑事 務局・山 口
企業公社とシルバーの関係
︵℡５８１︱０５５５︶
まで お申込み 下さい︵ テキスト の
は？
またはホームページで
用意 があるた め︑当日 の直接参 加
http://www.hinocatv.ne.jp/~hsc/ はでき ません︶︒ 参加は 名まで︒
12

●トイレ・洗面・風呂場……

●室内清掃

●食事つくり

●草花の水やり

16
17

12
13
14

15

●ごみ出し・片付け

●庭掃除・草取り

●洗濯・布団干し
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シルバー人材センターの家事援助サービス

≪お宅の中の「困った」をお手伝いします≫

★基本時間は２時間以内／１９６０円（交通費別途）

日野市シルバー人材センター Tel：５８１−８１７１ Fax：５８４−８３９０

就業年齢制限規程の改

刃物研ぎ会員募集中！

正について ＝再録︑詳報＝
刃物研ぎは難しい！そ んな思
いがありませんか︒新 しい技術
前号でお知らせ した﹁就業年 を導入した道具を使え ば︑あな
齢制限の設置に 関する規程の一 たも今日から刃物研ぎ 師︒町に
部改正﹂につい て︑改めて説明 出かけ拠点を決めての 作業とな
します︒
ります︒あなたの技術 で切れ味
改正点は別表の とおり︑公共 のある包丁を︑ぜひご参加を！
部門４グループ ・７業種の年齢 ◆６回程度の技術指導 を予定し
制限に関するも のです︒従来は
ています︒
就業の開始日を 基準としていま ◆参加者に対して 月中に説明
したが︑改正で は就業の終了時
会を行います︒
を基準とします︒
◆詳細については︑事 務局まで
従来どおり就業 期間を３年と
問い合わせください︒
すれば︑基本的 には同じことで︑
☎５８１︲８１７１
就業年齢制限が 引き上げられた
わけではありま せん︒︵ただし
小学校事務補助は実質２年延長︶︒
しかし従来は︑ たとえば市内
公園作業では就 業終了時の年齢
が 歳でも︑ 歳以下しか応募
できませんでし た︒改正後は期
限の１〜２年前︑ 歳︑ 歳で
も応募可能とな り︑制限規程の
適用がより柔軟となります︒
ただし︑植木班 ︑草刈班︑草
取班は︑従来ど おり終了時年齢
による規程です ︒新規程は 月
１日から施行されています︒
種

12

75歳

72歳以下

78歳

75歳以下
小学校校舎管理補助、
宿直業務、市内各公
園巡回ごみ処理業務
駅周辺自転車整理
業務

新
旧
就業終了 就業開始
時年齢
日年齢

職

72

10

会員作品発表会
第 12回

小学校事務補助

70歳

65歳以下

市内公園作業業務

73歳

70歳以下
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日野市シルバー人材センター設立３０周年記念行事

開催：11月20日(木) 〜 23日(日)／日野市民会館2・3階展示室
10:00〜17:00（ただし20日は13時から、23日は16時まで）

出 展 品 目：２階＝絵画、写真、手工芸品、パッチワーク、紙漉き、飾り炭、能面、布絵
３階＝書、水墨画、模型、彫刻、その他
今回は従来になく幅広い会員の皆様の作品を出展しています。
３階展示室では、お抹茶のサービスもあります（ただし22日午前と23日午後はお休み)。

〜多数の会員の皆様、ぜひご観覧ください！〜
73

70

71

１２月１４日(日)に開催！！
会場＝リサイクル事務所

（ふれあい橋北側）

再生家具、再生自転車(20台限定)を廉
価販売します。地場野菜、模擬店も取
り揃えています。（☎042-581-5960）

日野市リサイクル事務所

セン ター は仕 事が完 成し た
とき ︑受 注先に 契約 額を請 求
します︒その内訳は①労務費︑
②そ の仕 事のた めの 材料・ 部
品・ 消耗 品等の 費用 ︑③事 務
局︑ 専門 部会等 セン ターの 運
営・ 管理 経費か らな ります ︒
この うち ①が会 員に 支払わ れ
る配 分金 ︑②が 材料 費︑③ が
事務 費で す︒事 務費 も材料 費
も使途から見れば経費ですが︑
実態 は収 入の一 部で あり︑ 予
算や 収支 計算書 には ﹁事務 費
収入 ﹂﹁ 材料費 収入 ﹂の科 目
名で載っています︒

事務 費・材 料費

それってなに？

リサイクル・フェア
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講師の模範実技を見学

公園就業会員に安全研修

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
当センター主催﹁エッセイ教室﹂
︵関根敦子講師︶の受講生の方の作
品です︒関根先生監修︒

機 器 取 り 扱 い ・ 事故が急増しています！
果 物
操 作 に つい て 説
安
全
就
業
の
徹
底
を
さ
ら
に
清 野 啓 子
センター独自で刈払機講習会 明 ︒ こ れ に は 市
の 担 当 職員 ︵ 緑
前号で当センター今年 度の事
店先に ︑大人でも抱えきれな
月 日朝︑市民の森スポー と清流課︶も参加しました︒
故発生状況︵計３件︶ をお知ら
ツ公園 近くの雑草におおわれた
講習の後は︑草 刈班の赤堀班 せしましたが︑その後２件発生︒ い西瓜が山積みになっている︒
空き地 に︑シルバー帽の人たち 長も参加し︑４ 班に分かれて刈 ８〜 月に集中して ５件と︑事 一個五百円︒ゴクンと唾を飲み
込み︑﹁これじゃ食べ切れない﹂
が集ま りました︒公園就業会員 払 機 の 実 習 ︒ 初 め て の 会 員 は 故が急増しています︒
と諦めて桃を買った︒
名をはじめ総勢 名余︒
﹁やってみて為になった﹂と語っ
新たな２件は︑①スー パー補
冷やし た桃を二個出して︑家
当センタ ー初の公園就業者の ていました︒最 後に︑伊藤安全 助作業の男性︵ ︶ が商品を落
族三人で食べることにした︒夫
ための 安全研修会です︒研修内 管理委員長が﹁ 公園での安全就 下させて破損︵９月 日︑賠償
はいつも外側の甘いところを食
容は刈 払機の取り扱いと操作︒ 業を高め︑事故 をなくするため︑ 事故︶︑②幼稚園用務 員︵ ︶
べるので︑今日は娘に分配を任
事務局 ︑安全管理委員会︑草刈 会員同士が教え 合う共働・共助 が脚立から落下︑腰部 強打で通 せてみた︒﹁アボガドを切る要
班等の協力で実現しました︒
を発揮した﹂と挨拶しました︒ 院５日︵ 月 日︑傷害事故︶︒ 領でやれば均等に分けられるで
公園関係 統括リーダー︑橋本 さわやか安全大会での
しょう﹂と︑娘は得意気に言う︒
理事の 指揮の下に一同参集︒井
月の形に姿を変えた桃がガラス
口会長 と池田事務局長が挨拶し
の器に盛られた︒どれも美味し
ました ︒続いて本日の講師役︑
そうだ︒幸せを分かち合えた思
山中安 全管理委員︵草刈班︶が
いで私は満足したが︑夫は外側
の甘いところだけを齧ってあと
は残してしまった︒
西瓜買 いを断念したと知った
夫は﹁甘いところだけ食べても
元がとれたのに﹂と︑くやしそ
うにくり返す︒
幸せの 平等は︑なかなかむず
かしいものだ︒
10

ターにあるんだな﹂と思いました︒
丸山指導員の講評から
不注意は人間特性の代表的なもの︒
大倉さんの話にありました植木班 それを補う手段はＫＹ活動などがあ
の声かけ運動こそ︑シルバー人材セ りますが︑お互い同士が声かけあっ
ンターの本当の姿ではないだろうか て注意していくのも有効な手段です︒
そして︑今日の発表にはありませ
と思いますね︒お互い同士助け合っ
て︑お互い同士で働くという共働・ んでしたが︑﹁指差し呼称﹂も非常
共助︱︱これを典型的に表したのが ︑に有効な手段なんですよ︒昔の国鉄
大倉さんの﹁声かけあって︑守ろう で発明された安全確認の方法です︒
駅のホームで駅員が
安全﹂ではなかろ
③ 声かけ運動
うかと思います︒
指差して﹁なになによ
私は２年前にこの仕事︵安全・適 し﹂とやっている︑あれですね︒指
性就業パトロール指導員︶を引き受 差し呼称によって︑事故の確率は
け︑各センターのいろんな機関誌を ％まで減ると言われています︒これ
読む機会がありましたが︑この日野 は家庭でも使えます︒私も朝出ると
市の﹁声かけあって﹂をどこかで見 きに﹁えっ︑ハンカチよし﹂という
ましたね︒﹁あっ︑すごいことをな 具合に︒皆様の職場でも活用された
さっている世界がシルバー人材セン らいかがでしょうか︒︵おわり︶
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