
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城市シルバー人材センター名誉会長 

稲城市長 髙橋勝浩 

新年明けましておめでとうございます。 

平成 28 年の年頭にあたり、謹んで新

春のお慶びを申し上げますとともに、皆

様のご健勝とご多幸を心よりお祈りい

たします。 

旧年中は、理事会役員の皆様をはじめ会員の皆様には、

市政運営に対しまして温かいご理解とご協力を賜り、深く

感謝を申し上げます。 

ご承知のとおり、わが国の高齢化は急速に進んでいます。

総務省の統計によると、65歳以上の人口は、3,384万人で

過去最多を更新し、80 歳以上は前年比 38 万人増の 1,002

万人で、初めて1,000万人を超えました。 

今後は、高齢者の方々が社会の担い手として、はつらつ

と生きがいをもって社会に参加する機会がより一層求めら

れています。このような中、貴センターにおかれましては、

多くの高齢者の方々に対し、その意欲や経験、知識、能力

に応じた多様な就業の場を提供いただいております。高齢

者の方々が仕事を通じて地域で活躍されることは、自らの

健康を保持し、生きがいとなるだけではなく、地域の活力

を維持し、発展させるうえでも大変重要であると考えます。 

市といたしましても、より身近な地域で諸活動を楽しん

でいただけるような、高齢者の方々の居場所づくりに努め

てまいりますので、今後とも、皆様の一層のご理解とお力

添えを賜りますようお願いいたします。 

結びとなりますが、皆様にとって本年も輝かしい一年に

なりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城市シルバー人材センター会長 

三澤一彦 

新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、穏やかな新年をお迎

えのこととお喜び申し上げます。 

稲城市シルバー人材センターは公益

社団法人の認可を得てから今年で５年

目を迎えることとなり、会員の皆様のご協力をいただき円

滑な運営に努めているところでございます。 

センターの円滑な運営は、何と言っても会員一人ひとり

の努力と理解、加えて市民の信頼を頂くことです。このた

めには、先ずは健康であること、仕事に対しては親切、丁

寧、情熱を基本に、愛されるセンターを築いていくことが

大切となります。お陰様で、これまでお仕事を頂いたお客

様からは、高い評価をいただいているところでございます。 

近江商人の商売哲学である「三方よし」は、「売り手よし、

買い手よし、世間よし」は現代の経営にも通じるところが

あるということから、よく引用されていますが、この商売哲学は「自主・

自立、共働・共助」を基本理念とする、シルバー人材セン

ターの運営にも当てはまるのではないでしょうか。 

すなわち、「売り手」とは会員のことで、会員一人ひとり

が共に助け合い楽しく就労ができること、「買い手」とは言

うまでも無くお客様のことであり、お客様に満足して頂け

ること、「世間よし」は、単に仕事をして配分金を得る（利

益だけを求める）ということだけではなく、社会に貢献す

るということ。まさに、公益社団法人として認可を受けて

いるシルバー人材センターに求められている社会的責任を

果たすということであります。 

今年は「申年」、このサルは十二支の猿とされますが、猿

は知恵のある動物です。当センターも会員の英知を集結し、

ますます発展する年となるよう、会員及び役員の皆様とと

もに努力してまいる所存でございます。 

最後になりましたが、会員の皆様にはくれぐれも健康に

はご留意され、ご活躍されることをお祈りいたします。 

http://www.inagi-sc.or.jp      Eメールinagi@sjc.ne.jp 
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★希望職種の募集 

今回は、希望職種（文化センター受付等）の

募集はありません。次回は掲載予定です。 

★就業希望者募集 

今回は、草刈、環境美化、建物内外清掃等の

就業希望者募集はありません。 

●事業実績（４月～11月累計 速報値） 

 ・受託件数   2,022 件  

 ・契約金額  201,151 千円 

（前年同期比 0.3％減） 

・就業実人員  559 人（就業率 87.1%） 

●11月末日現在会員数 

・会員数 642 人 平均年齢 73.2 歳 

男  436 人   〃   73.7 歳 

女    206 人   〃  72.2 歳 

※女性会員が少し増えています 

●地区別会員数（平成２7 年４月１日～同１１月末日） 

地区名 H27 3/31 入会 退会 現在 

矢野口１ 19 1 1 19 

矢野口２ 40 4 1 43 

矢野口３ 50 5 1 54 

押 立 37 4 1 40 

東長沼１ 45 8 0 53 

東長沼２ 35 4 5 34 

大 丸１ 40 4 2 42 

大 丸２ 31 2 0 33 

百 村 35 2 0 37 

向陽台 78 18 3 93 

坂 浜 14 2 0 16 

平 尾１ 43 11 2 52 

平 尾２ 47 7 3 51 

長 峰 40 5 0 45 

若葉台 27 5 2 30 

合計 581 82 21 642 

 

 

 

 

◉会員獲得に向けて、稲城市民を対象に会員募

集の年賀状を発送しました。 

◉お知り合いに入会の“声掛け”を‼ 
会員募集パンフレットをお渡しください。 

 

当ＳＣでは、センターの理念、安全、健康、

マナー等について毎年２種類の定例研修会を

実施しています。 
 

 

事業部会により、仕事別グループリーダーを

対象に研修会が開催されました。 

・日時：平成 27年 11月 17日(火)13：00～ 

・会場：稲城市消防署３階 

・参加：59名 

・テーマ：ＡＥＤを使った救命救急実技実習 

（４頁に関連記事を掲載） 

 
 

  入会３年を経過した会員を対象に理念再

研修が開催されました。 
・日時：第１回平成 27年 11月 27日(金)、 

第２回同年 12月 16日(水)14:00～ 

・会場：地域振興プラザ４階 

・参加：２回合計 32名 

・テーマ：就業時のマナーについて 

ビデオ、グループ討議形式 

グループごと

の活発な議論を

経てリーダーが

グループの討議

内容を発表しま

した。 
 

 

 

 

 

・日時：平成 28年 2月 29日（月）14：00～ 

・会場：地域振興プラザ４階 

・特別研修：健康講座を予定しています 

     （介護予防、認知症について等） 

・対象の方には、センターよりご連絡します。

必ず出席するようお願いします。 

 

★★★★★警視庁からのお知らせ★★★★★

★ シルバー人材センターの職員を騙った  ★ 

★  特殊詐欺事件が発生しています    ★      

★  （警視庁のチラシをお読みください） ★ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

引き続き新規会員獲得にご協力を‼  

定例研修会の報告と開催案内  

 

就業 希望者募 集  

★会員募集のパンフレットは事務局に用意していますので ご紹介の際にご使用下さい 

入会６年目理念再研修（開催案内） 
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11 月までの事業実施状況  

 

入会 3 年目理念再研修（報告）  



地区会、班長会等で聞かれる、入会からあ

まり時間が経過していない人、定期的な仕事

をしていない人、相手の都合に配慮する人等

からの「よくある質問」に答えて、そのよう

な会員の方の目線で事務局をご紹介してまい

ります。 

 

＜「よくある質問」その 1：就業相談＞ 

Ｑ１：就業のことで事務局に相談したいのです

が、どなたを訪ねたらいいのですか？ 

Ａ１：誰でも結構です。お気軽に近くの事務局

職員に「就業相談に来た」と声を掛けてくだ

さい。 

また、月曜日と木曜日の9：30～15：00は、

会長と副会長が就業相談やその他幅広い相談

を引き受けています。 

Ｑ２：事務局の人は忙しそうですが、いつ来た

ら相談にのってもらえますか？ 

Ａ２：その時対応できる職員がお話をうかがい

ます。事前に電話で訪問予定を連絡していた

だくと助かります。 

センター事務局は、宮澤事務局長以下 9名の

体制で運営されています。 

来所されるお客様や会員の皆さんに、誰もが

対応できるようにしています。 

（事務局の座席の配置） 

向かって右側は、主に総務を担当するグルー

プで、左側は主に仕事の受託・委託を担当する

グループです。 

 

 

 

 

●事務局の仕事の一部をご紹介します 

＜会員に直接関係する事務局の主な仕事＞ 

お客様・発注者様対応 

・受注までの打ち合わせと書類作り 

・作業実施確認と請求 

・お客様から寄せられたご不満への対応等 

受託する会員対応 

・就業希望と適性により受託する会員探し 

・作業内容説明（会） 

・作業実施確認と会員への配分金計算等 

配分金計算の事務処理で月初 10 日間ほどは特

に忙しそうです。 

＜「よくある質問」その 2：仕事＞ 

Ｑ４：センターが紹介してくれる仕事は、どん

な仕事があるのか良く判らないので、あらか

じめ教えてもらえないでしょうか？ 

Ａ４：「会員のしおり」「会員募集パンフレット」

に代表的就業グル

ープの簡易な記載

があります。 

もう少し詳しく

知りたい方は、受付

カウンターにある

「仕事概要票」をご覧になってから、詳細を職

員にご質問ください。 

Ｑ５：入会時に登録した希望する仕事を追加・

変更できますか 

Ａ５：いつでも追加・変更できます。受託でき

る仕事の範囲を広げることは、紹介される仕

事が増えることにつながります。 

 

 

★取材を通して感じたこと 

（1）総じて、ビル、家庭、公園の清掃等、身体

を使う仕事への就業希望者は多くないよう

で、このような職種を希望する方は仕事が早

く見つかるように感じます。 

（2）定期的な仕事は、ご希望の職種で人員枠に

空席が出るか、仕事が増えて人手が不足する

まで紹介ができません。その間事務局では、

手持ちの中からご希望に近い仕事を紹介し

ているようです。紹介があったら出来るだけ

前向きに検討してください。 

 

新春企画 

 

 

 

     

仕事概要票 
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12月 29 日～1月 3日まで事務局はお休みです 就業報告書は外のポストに入れてください 

会員の就業を全力でサポートしている  
事務局をご紹介します 



    

 

 

 

 

 

「大丈夫ですか、大丈夫ですか…、もしもし…」 

「誰か来て！人が

倒れています！」 

「あなたは119番へ

通報してください」

「あなたはＡＥＤを

持ってきてください」 

これは昨年 11

月17日の仕事別グループリーダー研修で「意

識のない傷病者」の救命救急実技のひとコマ

です。 

リーダー59名が稲城消防署３階講堂で行

われた講義と実技に真剣に取り組みました。 

受講した会員は救命技能者としての「普通

救命講習修了証」を受け取りました。 

熱心なご指導をしてくださいました稲城

消防署の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

昨秋11月20日の健康ハイキングは、電車利

用で国分寺まで足を延ばしました。 

三菱財閥岩崎家の別邸だった「殿が谷戸庭

園」の散策と武蔵野段丘に点在する湧水流に

沿って、小路を「ぶんぶんウォーク」(国分寺

市推奨コースの名称)してきました。 

道すがら、

地元農家の野

菜直売所で、

結構な値段の

安さに釣られ、

大根や白菜を

買い込み、ビ

ニール袋を提

げての滑稽なハイキング姿でした。 

２時間ほどかけて約12,000歩あるき、武

蔵国分寺公園で昼食をとり、帰路は西国分寺

から電車で一直線サントリービール工場に向

かいました。 

皆さん17名が元気に、楽しんだご褒美にビ

ールを試飲した後、帰路につきました。 

10月24・25日の市民祭は晴天に恵まれ、会

場は大賑わいでした。 

当シルバーのテントにも大勢の方々にお

越しいただき、布ぞうりや手芸品の販売も好

調でした。 

 また、11月８日の平尾まつりでは、手芸品

の展示販売やパネル展示だけでなく、襖・障

子張りの実演や包丁研ぎも行いました。 

会員の皆様のご協力に感謝いたします。 

12月16日、市内一斉防犯パトロールが実施

されました。 

日暮れの早

い12月、周辺

は真っ暗でし

たが、風もな

く穏やかな夜

でした。 

市内五か所

に大勢の市民が集まりました。 

 当ＳＣ会員も78人が参加し、シルバーパワ

ーを発揮しました。各地区長の呼びかけが功

を奏したようです。 

 平成 28 年１月 22 日(金)の新年会の詳細が

決まりました。ぜひご参加ください。 

 詳しいことは、募集チラシをご覧ください。 

 

 

 

 晩秋、奥多摩の紅葉を見に行ってきました。

よく晴れた穏やかな休日の朝、青梅線の電車

内は登山姿の人でいっぱいでした。 

登山道では、大勢の高齢者が仲良く元気に

歩いていました。お孫さん連れの方も楽しそ

うでした。 

私は、時々、山や海に行きます。そして、

神秘的で偉大な自然の中で、自分の健康に感

謝しています。 

今後の課題は健康維持です。今年も元気に

働き、健康な生活続行を目指します。（ki） 

 

市内一斉防犯パトロール報告  

新年会のお知らせ（予告）  

市民祭・平尾まつり報告  

 

編 
 

集  
 

後

ろ

記

ろ

心肺蘇生とＡＥＤの使い方を学ぶ 

年末年始は 詐欺や空き巣に注意しましょう 
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若葉台駅にて 


