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シルバー歳時記 

 

無事故「28 日」！！ 
安全就業ありがとうございます 12/31 現在 

地区別懇談会の内容について 

①5 年問題、それに付随する問題について 

②配分金について ③最低賃金について  

④安全就業について ⑤マナー等について  

⑥その他注意事項、連絡事項、今後の予定について 

⑦テーマに沿った懇談、親睦会、フリートーク 

⑧ホームページの見方について ⑨質疑応答 

など班⾧紹介や身近な問題について、本部から説明や

懇談をおこないます。是非日程調整の上、所属する地

域班の会場に出席をお願いします。無理な場合は裏面

を参照ください。 

12/2（木）事故が発生しました 

工場にて就業中、左手小指をドアに挟み骨折すると

いう事故が発生しました。 

剪定や草刈など屋外作業だけでなく、工場、企業、

公共施設などで働く会員も自身の身体能力を過信せ

ず、油断しないように注意しましょう。 

1 つの重大な事故の陰に 29 の軽微な事故やケガがあ

り、300 のヒヤッととしたこと、ハッとしたことが

あるヒヤリハットの法則（ハインリッヒの法則）が

あります。労働災害の現場でよく使われる言葉で

す。ヒヤリ・ハットした時こそ要注意です。 

無事故日数がゼロからのスタートとなりました。

12/2 までの無事故 712 日以上を目標にみんなでケガ

のない安全就業を心がけましょう。 

あけましておめでとうございます 

今年もどうぞよろしくお願いします。 

2022 年は十干が壬（みずのえ）、十二支は

寅、干支は壬寅（みずのえとら）です。 

「干支」と「十二支」が同じ意味だと思われ

ている方は多いようですが、干支とは「十干

十二支（じっかんじゅうにし）」を略した呼び

名で十干と十二支を組み合わせたものです。

組み合わせは 60 通り、60 年で一周します。

十二支が干支の意味で用いられることがあり

ますが、十二支はご存じのとおり、子（ね）

丑（うし）寅（とら）卯（う）辰（たつ） 

巳（み）午（うま）未（ひつじ）申（さる）

酉（とり）戌（いぬ）亥（い）で、もともと

は動物ではなく、紀元前中国で年月日や暦、

時刻、方角を表すもので、後に庶民が覚えや

すくするため動物の漢字を当てはめ、日本に

伝わりました。 

一方、十干は甲（きのえ）乙（きのと） 

丙（ひのえ）丁（ひのと）戊（つちのえ） 

己（つちのと）庚（かのえ）辛（かのと） 

壬（みずのえ）癸（みずのと）で 1 から 10

まで数えるためのもので、紀元前中国の陰陽

五行の考えが今に残るものです。 

みなさんにとっていい年でありますように。 



地区別懇談会スケジュール 

開催日 場所 時間 地域班  対象地区（住居表示地区） 数 

1 月   校区・地区   

福崎町      

11 日（火） 文化センター 小ホール 13：30～15：30 福崎 福田 馬田 38 

12 日（水） サルビア会館 2F 講義室 09：30～11：30 田原 西・東田原 36 

文化センター 小ホール 13：30～15：30 福崎 山崎 福崎新 22 

13 日（木） 

 

サルビア会館 2F 講義室 09：30～11：30 田原 南田原 33 

文化センター 小ホール 13：30～15：30 福崎 高岡 西治 高橋 高岡 田口 29 

14 日（金） 八千種研修センター 2F 会議室 09：30～11：30 八千種 八千種 大貫 14 

神河町      

17 日（月） 

 

ケーブルテレビ 1F 会議室 09：30～11：30 粟賀 根宇野 山田 中村 粟賀町 34 

ケーブルテレビ 1F 会議室 13：30～15：30 粟賀 福本 加納 貝野 寺野 

東柏尾 柏尾 

33 

18 日（火） 

 

大河内保健福祉センター 

2F 福祉講習室 

09：30～11：30 寺前 大河 鍛治 寺前 上岩 

高朝田 宮野 

23 

大河内保健福祉センター 

2F 福祉講習室 

13：30～15：30 寺前 比延 新野 野村 24 

19 日（水） 

 

ケーブルテレビ 1F 会議室 09：30～11：30 大山 猪篠 大山 杉 吉冨 29 

越知公民館 会議室 13：30～15：30 越知谷 新田 作畑 大畑 越知 岩屋 18 

20 日（木） 

 

センター⾧谷 2F 09：30～11：30 ⾧谷 川上 ⾧谷 栗 淵 16 

大河内保健福祉センター 

2F 福祉講習室 

13：30～15：30 上・南小田 上小田 南小田 21 

市川町      

24 日（月） 保健福祉センター 

2F 健康教育室 

09：30～11：30 甘地 甘地 小谷 近平 千原 

谷 奥 坂戸 

31 

25 日（火） 本部 2F 多目的ホール 13：30～15：30 瀬加北・南 上牛尾 下牛尾  

上瀬加 下瀬加 

32 

26 日（水） 

 

就業改善センター 2F 会議室 09：30～11：30 川辺 浅野 小畑 東川辺 西川辺 27 

就業改善センター 2F 会議室 13：30～15：30 川辺 西田中 北田中 上田中 保喜 21 

27 日（木） 

 

老人福祉センター 2F ホール 09：30～11：30 鶴居北 鶴居 美佐 澤 屋形 33 

老人福祉センター 2F ホール 13：30～15：30 鶴居南 神崎 小室 田中 19 

 

  ※対象地区の懇談会に出席をお願いします。マスク着用をお願いします。 

※地域班⾧はできる限りご自分の地域班に出席をお願いします。 

※対象地区に出席できない場合は同じ①旧小学校校区＞②小学校校区＞③中学校校区＞④近くの地区の順で 

出られる日時に出席してください。 

※出席しやすく同じ地域の会員が懇談できるように、また自由に発言できるように、コロナ対策として大人数の集

会を避ける意味でも地区別（旧校区、校区、地域班）に行います。ご理解、ご協力お願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ＜切り取り線＞ 

 

会員台帳の届け出内容に 

変更がある場合は必ず連絡をお願いします 

住所、緊急連絡先、携帯番号、車の運転、任意

保険会社、など届け出内容に変更があった場合

は必ず本部に変更の連絡をしてください。 

 

  

草刈講習会 

12/9（木）本部にて行いました 

飛び石がほとんど無いというカルマ―刃の実演と体験、

座学を行いました。体験した会員から意見、質問、感想

が多くあり有意義な講習会となりました。 

 

安全就業推進スローガン募集 

安全適正就業委員会で優秀作品 3 点を選出し、総会時表彰と賞品授与されます、1 年間当センターのスローガン

として使用されます。1 人何作でも応募可能ですので、どしどし応募してください。2/4（金）までに必着。 

サークル会員募集 

令和 4 年度サークル会員を募集します。 

5 人以上集まれば新しいサークルを立ち上げる

ことも可能です。サークルに入りませんか。 

詳細は歳時記次月号に掲載します。 

地域班⾧会 

12/20（月）に 

地区別懇談会打ち

合わせを本部で開

催しました  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルバー人材センターについて 

「SMS 配信について」 

今回のテーマは SMS（ショート・メッセージ・サービス）です。スマホやケータイの電話番号を宛先とし

て、送信もしくは受信する文章だけのショートメッセージで本部から必要時配信しています。 

ドコモ・au は 050-5491-4105 から、ソフトバンク、Y モバイルは 242244 から着信があります。この番号か

ら着信があれば不審な迷惑メールではありませんのでこの番号に名前をつけて保存してください。 

返信機能がないのでメッセージの問い合わせは本部まで電話でお願いします。 

業務連絡、就業先紹介等の情報を発信しています。届いていないという声がありますが、本部で履歴を確認

すると必ず届いていますので見方がわからない場合は教えてもらってください、本当に届いていない場合は

スマホ、ケータイ本体の設定に関係する可能性がありますので、携帯ショップにお尋ねください。 

重要な連絡手段となりますのでご理解、ご協力お願いします。携帯番号は本部に登録をお願いします。 

就業先募集一覧 

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市川町 

②工場 

③清掃、洗濯 

④月・水・金 

⑤9 時～11 時 

⑥21,600 円くらい 

 

①市川町 

②工場 

③軽作業 

④週 2 日程度 

⑤10 時～12 時 

⑥15,000 円くらい 

 

①市川町 

②介護施設 

③給食調理補助 

④週 2～3 日 

⑤8 時 30 分～15 時 30

分の内 3～6 時間 

⑥60,000 円くらい 


