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無事故日数「345 日」！！ 
安全就業ありがとうございます。11/30 現在 

安全パトロール 

11/4（水） 

市川町、福崎町の剪定 

草刈現場をパトロール 

しました。違反はな

く、引き続き安全就業

お願いします。 

スマホ講習会を実施しました 

11/19（木）11/20（金） 

好評につきすぐに定員になり、講師の方にやさ

しく教えていただきました、非常にわかりやす

く、個別に対応もしていただき、受講されたみ

なさんは、参加してよかったと喜ばれていまし

た。次回応用編も予定しています。 

  

障子、襖張替え講習会と 

寄せ植え講習会中止の 

お知らせ 

コロナ感染の影響が郡内

に拡大しています。その

ため予定していた講習会

を中止します。チラシは

緊急で間際対応になり止

められず新聞折り込みに

入りましたが中止とさせ

ていただきます。 

コロナ感染拡大防止について 

寒さが増すにつれ感染が拡大し、第 3 波が到来

しています。感染拡大は乾燥でウイルスが周囲

に拡散し、寒さで室内の換気ができないのが原

因と言われます。これから 12 月、1 月、2 月

にかけピークを迎えるとされ警戒感が必要で

す。加湿器の利用や濡れたバスタオルを室内に

干す、できれば 30 分に 5 分の換気、手洗い、

うがい、マスク着用に加え大人数で大声での飲

食、「3 密」を避けるなど徹底しましょう。 

年末年始のお知らせ 

12 月 29 日（火）～ 

1 月 4 日（月）まで 

本部は休業します。 

年始は 1 月 5 日（火）

からです。 

緊急連絡先： 

080-8330-2171 



 

  

柳瀬 元理事⾧ 選による 

シルバー川柳をご紹介します。 

 

☆ カード増え 暗証番号 裏に書き 

☆ 「アーンして」 昔ラブラブ 今介護 

☆ できました 老人会の 青年部 

☆ 起きたけど 寝るまで特に 用事なし 

☆ 目覚ましの ベルはまだかと 起きて待つ 

☆ 医者と妻 急にやさしく なる不安 

 

シルバーあるあるで、身につまされる話でもあ

りますが。元気で就業に、サークルに、村の行

事に、畑仕事にと動くことで普段の日常生活が

メリハリのついたものになり、人との交流が刺

激を生み、満たされ健康でいられるのではない

でしょうか。健康第一で行きましょう。 

新福崎連絡所 移転開所のご案内 

11/25（水）福崎町文化センター西隣に新しく福崎

連絡所が開所しました。福崎の会員のみなさんには

不自由をおかけしていましたが、会員のみなさんが

集える場所の提供ができるようになりました。連絡

ポストも旧連絡所（旧商工会）から移転しました。

立地もよく、今後みなさんに利用、活用していただ

けるようにしていきます。連絡所につき常駐してい

ませんので、連絡してからお越しください。 

シルバー カレンダー配布のお知らせ 

すでにカレンダーがご自宅に届いていることと思

いますが（ゆうパックで 11 月下旬に発送済）、今

年はシルバーまつりがコロナ禍にあって中止にな

り、会員のみなさんに何かできないかということ

でカレンダーを配布することになりました。毎年

お決まりでお気に入りのカレンダーを掛けておら

れると思いますが、シルバーのカレンダーをどこ

かに掛けていただければ幸いです。 

 

 

 

 

文化センター 

エルデホール 

 

新 福崎連絡所 旧 福崎連絡所 

駐車場 

道の駅「銀の馬車道・神河」3 周年感謝祭が 

11/22（日）開催され、手芸サークルさんが出店さ

れました。手作り手芸小物、寄せ植えの販売をさ

れ、当日は天候もよく、感謝祭も大盛況で多くの

人で賑わいました。 

  

新連絡所 移転先地図 

  

地区別懇談会について 

1 月～2 月にかけ地域班ごとに実施します、詳細が

決まりましたら来月号でお知らせします。 

新連絡所 建物内部の様子 

西に 25m 



 

就業先紹介一覧 

就業先紹介の見方 

①場所 

②就業先 

③仕事内容 

④就業日 

⑤就業時間 

⑥1 カ月配分金目安 

①福崎町 

②スーパーB 

③清掃 

④火・木 

⑤8 時～11 時 

 14 時～16 時 

⑥36,000 円くらい 

①神河町 

②スーパーA 

③清掃 

④週 2～3 日 

⑤7 時～9 時 

⑥22,000 円くらい 

①神河町 

②スーパーM 

③清掃 

④週 2 日 

⑤6 時～9 時 

⑥22,000 円くらい 

①神河町 

②ゴルフ場 

③風呂掃除、洗濯 

④週 3～4 日 

⑤8 時～17 時 

⑥60,000 円くらい 

①神河町 

②観光施設 

③施設管理、草刈含む 

④週 2～4 日 

⑤8 時～17 時 

⑥75,000 円くらい 

①福崎町 

②スーパーH 

③調理補助 

④週 2～3 日 

⑤7 時 30 分～12 時 

⑥50,000 円くらい 

①福崎町 

②ホームセンター 

③掃除、軽作業 

④週 3～４日 

⑤８時（９時）～ 

12 時 3～4 時間 

⑥55,000 円くらい 

就業先は定員になり募集を締め切っている場合もあります。 

詳しい就業先名や就業内容はお気軽に本部までお問合せください。 

 

①神河町 

②観光施設 

③宿直 

④週 2～3 日 

⑤17 時 30 分～ 

8 時 30 分 

⑥60,000 円くらい 

①福崎町 

②工場 

③廃棄品分別 

④月～金 

⑤9 時～12 時 

⑥60,000 円くらい 

 

①市川町 

②工場 

③掃除 

④火・木 

⑤9 時 30 分～ 

11 時 30 分 

⑥15,000 円くらい 

①市川町 

②工場 

③ゴルフクラブ研磨 

④週 3～4 日 

⑤13 時～16 時 

⑥36,000 円くらい 

新型コロナ感染について（追記） 

11/30 現在、郡内において感染が拡大しており、みなさんの安全安心のため 

平日 17 時 15 分～8 時 30 分、土日祝、年末年始、新型コロナ関連の緊急連絡先を案内します。 

緊急連絡先 

①：080-8330-2171 

②：090-4031-4484 

新型コロナにかかわらず緊急時まずは①にかけてください。連絡がつかないときは②にかけてください。 

あくまでも緊急時に限ります。通常の電話は遠慮願います。 

 


