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入会３年目研修会を開催します

　東京しごと財団（東京都シルバー人材センター連合本部）が毎年７月の「安全・適正就業強
化月間」を中心とした安全就業の普及・啓発活動の一環として、会員自らが安全に就業する意
識をより一層高め、事故防止に資することを目的に「安全就業標語」を募集します。令和元年
度のテーマと応募の要領は以下の通りです。
　最優秀作品は都内シルバー人材センターの統一スローガンとして、安全就業の普及・啓発に
活用されますので奮って応募してください。

『いきいき活動展』に参加しました
　今年も１０月１８日（金）～２５日（金）の間、八王子駅南口事務所多目的スペースにおいて、元
気な高齢者の活動を支援する関係団体が合同で開催する「いきいき活動展」に参加しました。
　当センターでも、今年は広報委員会だけでなく全理
事が参加して、就業・ボランティアのパネル展示や入
会や就業に関しての説明、質問に対応しました。
　期間中は、石森市長をはじめ多くの皆様が足を止め、
見学していただきました。

　八王子市シルバー人材センターでは、入会３年目の中堅会員の皆さんを対象に以下の内容で
研修会を開催しますのでご出席ください。なお、対象者の皆様には個別にすでに通知しています。

　【日　　時】　令和元年１１月２１日（木）
　【場　　所】　八王子繊維貿易館（八王子織物工業組合）２階講堂  ＊八王子市八幡町１１番２号
　【研修内容】　①センターの現状・今後の課題について
　　　　　　　②会員の活動報告について
　　　　　　　③意見交換会
　【出欠連絡】　令和元年１１月１日（金）から８日（金）までに事務局にご連絡をお願いします。
　【連  絡  先】    事務局  ☎　６２６―１２７４

市施設の環境整備ボランティア活動を実施しました

　去る９月２６日（木）に市役所本庁舎、12 箇所の市
事務所で恒例の植木の手入れ、除草などのボランティア
活動が行われました。昨年は、台風接近の為中止でした
が、当日は天候も味方してくれて無事終えることができ
ました。計画準備していただいた植木班、除草班、当日
参加されました地域班の皆様、お疲れ様でした。

高齢者活動展示会

このたび、台風１９号において被災された皆様に
心よりお見舞い申しあげます。

　「高尾山を登る会」では、以下のとおり記念すべき第 20回目の高尾山ハイキングを実施します。
お楽しみイベントもあります。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20第

　　《開 催 日》令和元年 12月６日 (金 )
　　《集　　合》午前９時３０分に京王線高尾山口駅改札外
　　《コ ー ス》病院前コース～高尾山～落合コース
　　《募集人員》先着 25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》令和元年 11月 30日（土）

（第 19 回高尾山ハイキング）

現会員数は10名で、毎月第４火曜日の

13：00～17：00に実施しています。
詳細は、下記の事務局にお問い合わせください。

連絡先：事務取扱い　松田会員

678-2489（午前 or 夜）

カラオケ同好会
会員募集

♬

標

● 募集の内容

語安全就業 を募集
東京都シルバー人材センター連合で

　【標語 テーマ】テーマ１「就業中および経路途上の交通事故防止」
　　　　　　　　テーマ２「転倒防止」
　【応 募 期 限】令和２年１月２４日 (金 ) 厳守
　【応 募 方 法】用紙 ( メモ用紙など ) にテーマ毎の標語 ( 何点でも ) と所属の地区名、会員番　　　
　　　　　        号、氏名を書いて事務局へ提出してください。応募された標語についてはセン
　　　　　　　 ターで選考の上、テーマ毎に３点を「東京しごと財団」に推薦します。
　　　　　　　 （事務局担当：藤森）



センターの事業実施状況等について（第２四半期）
　平成３１年度の７月から９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。

２０２０年特定職場について
　例年、特定職場については４月に就業の交代をしておりましたが、年度始めの交代は、
発注先も当センターも多忙期であり、混乱が請じやすいという観点から、今後交代時期を
１０月とし、２０２０年４月更新の対象会員の就業を半年延長いたします。よって、対象
となる会員の皆様への連絡も例年の１２月頃ではなく、年度を越えた後となりますのでご
承知願います。
　詳細については、後日改めて「おおるり」などに掲載いたしますのでご理解の程宜しく
お願い致します。

顧客訪問を実施します
　日頃、お世話になっていますお客様に、御礼かたがたセンターの現状を報告に就業開拓
委員と就業開拓推進委員が今年度も訪問致します。
　訪問予定日；１１月１１日（月）～２５日（月）

　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。

シルバー会員大募集

　今年度から、従前行っていた「出張入会説明会」に代わり、
各地域の市民センターで実施される「市民センターまつり」にて、
入会及びセンターのＰＲを実施することとしました。
　先陣を切って、９月２８、２９日両日に「南大沢市民センター祭り」
に参加しました。当日はお天気も良く、子供たち向けの輪投げや
筆耕班による表札書きなど、会員の皆さんもそれぞれの持ち場で
積極的に活動されていて、とても楽しく２日間を過ごすことができ
ました。
　参加された会員の皆さん、本当にお疲れ様でした。

「南大沢市民センター祭り」に参加しました !!

・10月 26日・27日　   大和田市民センターまつり
・11月 3日　　　　　    川口やまゆり館まつり
・3月７日・８日　　　　浅川市民センターまつり
※来年度は、各地区 1か所の参加を予定していますので、ご期待ください。

請負 7月 8月 9月

2019年度 1,673 1,548 1,705

2018年度 1,707 1,591 1,735

増　減 -34 -43 -30

2019年度 1,759 1,779 1,844

2018年度 1,813 1,838 1,890

増　減 -54 -59 -46

2019年度 3,778 4,626 5,715

2018年度 3,986 4,869 5,859

増　減 -208 -243 -144

2019年度 297,975,905 358,224,317 440,108,595

2018年度 291,360,261 356,957,590 433,055,321

増　減 6,615,644 1,266,727 7,053,274

派遣 7月 8月 9月

2019年度 602 624 624

2018年度 383 400 402

増　減 219 224 222

2019年度 154 158 160

2018年度 69 71 79

増　減 85 87 81

2019年度 52 54 56

2018年度 34 38 43

増　減 18 16 13

2019年度 35,015,220 45,432,785 55,498,378

2018年度 14,845,776 18,894,893 23,093,319

増　減 20,169,444 26,537,892 32,405,059

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

今後の予定

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。

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

４日（水）、６日（金）、１２日（木）、１６日（月）、１８日（水）、１９日（木）

１1月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

なお、１2 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。
　※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。

（＊２日間で約１００名様のご来場）

　なお、令和元年１ 1 月のセンター入会説明会は１１月８日 （金）、令
和元年１2月は１２月６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）

今後の予定


