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　本紙１月号でお知らせしました就業報告書提出締切日や配分金支払日については、３月分及

び４月分を以下の表の通り変更させていただきます。改めて確認をしていただくとともにご協
力をよろしくお願いします。
　なお、４月分については３月号でお知らせしたとおり、事務局は４月２７日から５月６日ま
で１０連休となります。このため、５月１日号の 「就業情報」 も発行しません。 また、未就業者
への班長・副班長によるおおるり等の配布も５月２０日以降とさせていただきます。会員の皆
様には報告書の提出と同様にご理解ご協力をよろしくお願いします。

　センターでは企業や家庭、自治体などから仕事を受注し、会員の皆様
に提供していますが、職種によっては就業する会員がいないために、発
注に応えられない場合もあります。引き続き会員の増強につきまして皆
様のご理解とご協力をお願いします。
　なお、平成３１年４月のセンター入会説明会は４月１２日 （金） に大

横保健福祉センターで開催されます。この機会にご近所やお知り合いの
方にお声掛けをしてください。開催時間や場所等詳細につきましては事
前にセンターにお問合せいただくようお願いします。
（問合せ先　☎626－1274）

第1１回理事会（２/２５開催）の主な議事について
　♦入退会者の承認について
　　・１月分退会者　４８名（男性３６名、女性１２名）　平均年齢は73.5 歳
　　・２月分入会者　  ８名（男性 ８名、   女性  ０名）　平均年齢は72.0 歳
　♦その他の主な審議事項について
　　・労働契約法及び労働基準法の改正に伴う「職員就業規則」など関連規定の一部改正等を決定した。
　　・正副会長及び常務理事より、平成30年7月から同12月までの職務執行状況(平成30年度第2回)
　　  について報告された。
　   ・入会 1年目研修の実施方法について、会員の組織への理解や地域活動への積極的な参加を一層
　　  進めるため、各地区において3か月単位で実施する方向で検討した。

就業報告書の提出締切日などの変更について

大横保健福祉センター駐車場利用についてのお願い
　大横保健福祉センターでは定期的に乳幼児健診がなされており、この日
は駐車場が混雑することが予想されます。会員の皆様におかれましては以
下の健診日は利用を控えていただく等のご配慮をお願いします。
　４月の乳幼児健診日程は次のとおりです。皆様のご協力をお願いします。

１０日（水）、１１（木）、１６日（火）、１７日（水）、２５日（木）、２６日（金）

シルバー会員大募集

ホームページをリニューアルしました
　当センターでは会員が制作したホームページで「最新の就
業情報」や「ニュース・トピックス」をはじめ、「センターの成
り立ち」や「仕事内容の紹介」など様々なお知らせを行ってい
ます。ここ数年、大きなリニューアルは行わず最新情報の更新
を主として運用していましたが、広報委員会で検討した結果、
従来のホームページでは導入が難しかった【新たな機能】を

追加し、内容やデザインを一新することになりました。例として、「業務内容紹介ページの詳細化」「問い
合わせフォームの新設」「タイムリーな発信をするためのブログ形式ページ新設」など、わかりやすい変化
とともに、「セキュリティ強化」や「画像（絵）を増やす」などの見やすさ・使いやすさの向上も行いました。
　ついては４月１日より新ホームページへアクセスできるように更新を行いますので、アドレス
(https://hachioji-sjc.org/) を入力いただくか、検索サイトにて「八王子市シルバー人材センター」と
検索していただき、ぜひ新しいホームページをご覧下さい。
　また、新しいホームページへのご意見・ご要望などについてはホームページ内に期限付きアンケートを
設置していますのでご協力をお願いいたします。

 

会員数(平成 30 年 2 月末現在) 

項目 会員数 前年同月比 

全体 2,577 名 99.2% 

男性 1,953 名 98.1% 

女性 624 名 103.0% 

 百花一斉に咲く季節（筆耕班：亀田　守）

作業月分 就業報告書提出（締切）日 配分金支払日 

平成３１年 ３月分 平成３１年 ４月 ３日（水） 平成３１年 ４月２６日（金） 

平成３１年 ４月分 平成３１年 ５月 ８日（水） 平成３１年 ５月３１日（金） 

平成３１年 ５月分 平成３１年 ６月 ３日（月） 平成３１年 ６月２８日（金） 

平成３１年 ６月分 平成３１年 ７月 ３日（水） 平成３１年 ７月３１日（水） 

平成３１年 ７月分 平成３１年 ８月 ２日（金） 平成３１年 ８月３０日（金） 

平成３１年 ８月分 平成３１年 ９月 ３日（火） 平成３１年 ９月３０日（月） 

平成３１年 ９月分 平成３１年１０月 ３日（木） 平成３１年１０月３１日（木） 

平成３１年１０月分 平成３１年１１月 １日（金） 平成３１年１１月２９日（金） 

平成３１年１１月分 平成３１年１２月 ３日（火） 平成３１年１２月２７日（金） 

平成３１年１２月分 平成３２年 １月 ６日（月） 平成３２年 １月３１日（金） 



　去る３月１９日 ( 火 ) に入会１年目 (７月～１２月入会 ) の会
員を対象とした研修会を開催しました。研修ではセンターを取
り巻く状況や各常任委員会の取り組みなど活動の状況について
報告があり、約５０名の参加者は熱心に耳を傾けていました。
　また、午後からの就業相談会には多くの会員が参加され、新
入会員の就業意欲の高さを感じました。

委員会などからのお知らせ

入会1年目研修を開催しました

　去る３月２０日 ( 水 ) に全国のシルバーで講演をされている
響城れい先生を講師として、家事援助の基本的な技術や就業し
ている会員の様々な悩みなどに答える研修会が開催されました。
　講義では、「頑固な汚れは落とさなくてもいい」、「お客様との
相性は合わなくても大丈夫」など、シルバー会員としての働き
方を分かりやすくお話しいただき、今後の就業の参考となる研
修会となりました。

家事援助研修会を開催しました

　　去る3月 9日 (土 )に明神町の八王子労政会館で開催された「お父さんお帰りなさいパーティー」

事務局から

年度切り替えによる受注番号変更について
　平成 3１年度の始まりに伴い、４月から継続就業中の「受注番号」が変更されます。
４月の就業報告書右上欄に新しい受注番号が書いてありますので各自ご確認下さい。

会費の納入について
　４月１日以降、会員皆様のお宅へ「平成 3１年度会費の請求について」というご案内を送付いたし
ます。詳しくはそちらをご覧いただければと思いますが、振込用紙が同封されておりますので納入期
限厳守にご協力お願いいたします。

コツ

　今回は昔懐かしく今も人気の折り紙を、おしゃべりしながら
楽しく折ってみたいと思います。さて、何が折れるでしょう。

《開 催 日》2019 年５月８日 (水 ) 午後１時 30分～４時 00分頃
《場　　所》大横保健福祉センター　４階　第３会議室
《持 ち 物》はさみ、のり、鉛筆、定規　　
《会　　費》５００円 (材料費含む )
《募集人員》２０名程度
《申込方法》ハガキに会員番号 (会員以外の方は「一般」と記入 )、
　　　　　  住所、氏名、電話番号を記入の上申し込みをお願いします。
《申 込 先》 〒193-0813 八王子市四谷町 835-11 きさらぎ班 西山正子 ☎042-625-4587　
《申込締切》2019 年４月３０日（火）

　「高尾山を登る会」では、以下のとおり第１６回目
の高尾山ハイキングを実施します。皆様のご参加を
お待ちしております。

高尾山ハイキングのお知らせ(高尾山を登る会)回16第

《開 催 日》平成３１年４月１０日 (水 )
《集　　合》午前９時３０分に京王線高尾山口駅改札外
《コ ー ス》大垂水登山口～一丁平～高尾山～高尾山口
《募集人員》先着３０名　
※募集人員をオーバーしましたらお断りの電話をします。
《参 加 費》１００円 (保険料 ) 
《申込方法》ハガキに会員番号、住所、氏名、年齢、電話番号（携帯と自宅の両方）を記入の上申
　　　　　 し込みをお願いします。一般の方も参加いただけます。ハガキに「一般」と記載して
　　　　　 ください。
《申 込 先》 〒193-0813 八王子市四谷町 835-11「高尾山を登る会　西山正子」
　　　　　　　　　　　　　　　　☎042-625-4587　携帯 090-4452-3979
《申込締切》平成３１年４月５日（金）

（第 15 回高尾山ハイキング）

きさらぎ班による「折り紙」講習会のお知らせきさらぎ班による「折り紙」講習会のお知らせ

総務委員会

安全管理

女性委員会

広報委員会

委員会

　去る３月１４日 ( 木 ) に会員の皆様がいつまでも健康で元気
に生き生きと活動できるよう講習会を開催しました。参加した
30 数名の会員からは、「運動・食事・睡眠の三本柱」の大切さ
や食生活など日常の注意点が再確認できた。また、１分間の片
脚立ちで５３分歩いたのと同じくらいの効果がある「フラミン
ゴ運動」は今日から続けてみる、などの感想をいただきました。

「いつまでも健康でいるためのちょっとした　　　」講習会を開催しました

「第22回お父さんお帰りなさいパーティー (オトパ )」　
に参加しました                   

に参加しました。本イベントは、主にシニア世代を対象に、
地域でいきいきと過ごしていただくためのきっかけをつくる
場として毎年開催されています。
　当センターでもブースを出し、多くの来場者の皆様にセン
ターの概要や受注業務の内容、会員の募集について広報活動
するとともに、他の様々な出展団体の皆様とも活発な交流を
図りました。


