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八王子市長を表敬訪問しました

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。

広報活動強調月間について（広報委員会から）

第６回高齢者活動展示会「いきいき活動展」

　シルバー人材センターでは例年 10 月を「広報活動強調月間」と定め、広く市民に向けて普
及啓発活動を実施しています。当センター独自の開催として「にこにこフェア２０１９」の他「い
きいき活動展」、「技能祭」などの各イベント参加時に広報活動を行います。多くの皆様のご参加、
ご来場をお待ちしております。

｟開催期日｠１０月１８日（金）～　２５日（金）
｟開催場所｠八王子駅南口総合事務所
｟内　　容｠６団体との合同PRイベントです。
　　　　　　八王子駅南口総合事務所多目的スペースで
　　　　　　パネル展示を行うものです。
　　　　　　PR活動や入会案内をしております。

都立多摩職業能力開発センター八王子校の技能祭
｟開催期日｠１１月３日（日）　10：00～ 15：00
｟開催場所｠都立多摩職業能力開発センター八王子校
　　　　　　  （八王子駅南口７番バス停より乗車、富士森公園下車）

｟内　　容｠シルバーの写真パネルの展示、筆耕班や
　　　　　　表装班の作業の実演、パソコン班実演・
　　　　　　相談、小物作り、シルバーのPRコーナー
　　　　　　も開設します。

８日（火）、１０日（木）、１６日（水）、２４日（木）、２５日（金）、３０日（水）

６日（水）、１２日（火）、１４日（木）、２０日（水）、２２日（金）、２８日（木）

１０月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

なお、１１月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

「にこにこフェア２０１９」!!!
　8月号でお知らせしました「にこにこフェア2019」の詳細が決まりました。
　フェアは、10月27日(日)　午前 10時から大横町公園 (大横保健福祉センター西側 )で開催し、
イベントや催し物も昨年以上のものをと考えています。
　今回２回目の開催となりますが、より多くの方々に当
センターを知っていただく場にしたいと考えております。
きさらぎ班では、当日ご来場の皆様に配布する手土産
作りに取り掛かるとともに各ブースでＰＲ活動を行う職

　8月 27日に三役会の髙部会長、長田副会長、水野常務理事が、石森孝志八王子市長に面会し、
公益社団法人八王子市シルバー人材センターについて、「本市センターを取り巻く状況」「今後
の方向性」等の報告をさせていただきました。
　また、当センターへの支援要請を改めていたしました。
　本市センターの名誉会長である石森市長からは、日頃
の会員の皆様の活躍にエールを送っていただき、更なる
発展への期待を寄せていただきました。

各地区懇談会のお知らせ
　今年度も全会員を対象として各地区懇談会を開催します。会員同士の情報交換を行うととも
にシルバー会員として連携を図る場となっています。会員の皆さんの積極的な参加をお願いし
ます。開催が決定している各地区の開催日時は以下の通りです。

種班も当日の紹介内容を検討しています。又、本館４
階ではきさらぎ班が主催する喫茶室・手土産作り作業
の実習、当センターの活動紹介の写真展も予定して
います。（雨天の場合一部中止あり）

皆様のご協力をお願いします。
　※最近、駐車場内のルールを守らない車があります。入口出口は明確に分かれていますし、
　　入退出のコースも明示されていますので、順守願います。

今年もやります

地 区 日    時 場    所   

中 部 令和２年１月開催予定 未定 

東 部 １１月２１日（木）午前９時半～ 北野事務所 

西 部 １０月１８日（金）午後１月時半～ 川口市民センター  

南 部 １１月１４日（木）午後２時～ 東浅川保健福祉センター  

北  部  １０月１２日（土）午後２時～ 大横保健福祉センター 

 

皆様のお越しをお待ちしてます。！！



センターの事業実施状況等について（第1四半期）
　平成３１年度の 4 月から 6 月までの当センターにおける会員数の推移や事業実績は以
下のとおりです。前年度の状況も掲載していますので参考にしてください｡

認知症サポーター養成講座
（安全管理委員会・女性委員会）を開催しました

　9月 18日に 39名の方に参加していただき、認知症の基礎
知識を学びました。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。
　終了後、受講の証であるオレンジリングが配布されました。

「やさしい体操」講習会を実施しました
　9 月 10 日にきさらぎ班主催の「やさしい体
操」の講習会が開催され、定員 25 名の中には
男性も交じっており、誰にでもすぐできると好
評でした。健康・美容に効果あり（？）でした。
　

 

請負 4月 5月 6月

2019年度 2,582 2,583 2,560

2018年度 2,539 2,581 2,514

増　減 43 2 46

2019年度 1,620 1,629 1,660

2018年度 1,684 1,703 1,710

増　減 -64 -74 -50

2019年度 678 1,605 2,711

2018年度 741 1,763 2,925

増　減 -63 -158 -214

2019年度 72,259,188 144,202,943 221,270,346

2018年度 64,049,064 138,367,439 215,864,322

増　減 8,210,124 5,835,504 5,406,024

派遣 4月 5月 6月

2019年度 522 551 577

2018年度 266 289 306

増　減 256 262 271

2019年度 131 140 150

2018年度 51 56 65

増　減 80 84 85

2019年度 41 43 45

2018年度 24 26 32

増　減 17 17 13

2019年度 8,584,212 17,032,602 25,996,830

2018年度 2,954,706 6,375,364 10,288,566

増　減 5,629,506 10,657,238 15,708,264

受託件数

（累計）

実　績

（累計）

会員数

就業実

人員数

受託件数

（累計）

実　績

（累計）

会員数

就業実

人員数

　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、令和元年１０月のセンター入会説明会は１０月１１日 （金）、令
和元年１１月は１１月８日 （金） 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、会員お一人がひとりにお声掛
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）

シルバー会員大募集

　いちょう祭りの際、当センターではメイン会場で
ある陵南公園周辺の清掃活動ボランティアに参加す
ると共に専用のブースで広報活動を行います。色づ
いたいちょう並木の中、シルバーの仲間同士お祭り
を楽しみながらボランティア活動に参加してみては
いかがでしょうか。

「第４０回八王子いちょう祭り」ボランティア活動参加者の募集

　下記のボランティアに参加いただける方は、どちらも１０月２５日（金）までにシルバー人材
センター事務局まで申し込みをお願いします。　☎　626-1274　担当　野母

｟開催日時｠令和元年１１月１６日（土）、１７日（日）、１８日（月）
　　　　　　＊１１/１６～１７は９：００～１５：３０　  １１/１８は午前中のみです。
｟活動内容｠メイン会場周辺の清掃活動
｟集合場所・時間等｠１０月下旬に個別にお知らせします。

　全関東八王子夢街道駅伝は、昭和２６年から続く、と
ても歴史ある駅伝大会です。センターでは今年度もボラ
ンティア活動として、下記の通り夢街道駅伝に参加しま
す。多くの会員の皆様の参加をお待ちします。

「第７０回全関東八王子夢街道駅伝」ボランティア活動参加者の募集

｟開催日時｠令和２年２月９日（日）　午前８時～正午頃
｟活動内容｠各ブロック責任者の補助
｟集合場所・時間等｠１月下旬に個別にお知らせします。

ボランティア活動参加者の募集
（地域委員会より）


