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　八王子市内において、新型コロナの感染者増加に沈静化の兆候がみられません。最も危惧すべき
は感染経路不明のケースが依然として増加していることです。八王子市シルバー人材センターは、
リスクが高いといわれている高齢者で構成されている団体であり、これらの状況を鑑み、自衛手段
として実施していた「自己防衛強化月間」をさらに継続することで、感染防止に注力していきます。

①  期間中、会議・打ち合わせ・研修等を実施する場合は、適切な感染防止（換気、マスク着用、消毒、
　少人数）を徹底するとともに、参加者の名簿を作成していただくことになります。
②  不要不急な外出は自粛してください。
③  提出物は、引き続き、郵送もしくは大横保健福祉センター外に設置してあるシルバー専用ポス
　トに投函してください。（東部は東部交流室へ）
④  センターへの来所は、必要がある場合のみとさせていただきます。なるべく事前に連絡願います。
⑤  まだ、会員証を交換していない方及び会費未納付の方は、随時受付しておりますので早急な対
　応をしていただくとともに、④の対象外といたします。（事前連絡不要）
⑥  月初の就業報告書提出は、③の対応でお願いいたします。（広報配布業務については、以前の　
　自粛期間と同様の対応をお願いいたします。）
⑦  入会説明会及び面談は、状況を見定め、適切な感染防止（換気、マスク着用、消毒、少人数）
　のうえ順次実施します。（日程未定）
⑧  就業につきましては、発注者側の都合もあり、上記の適切な感染防止を行い継続となります。
⑨  各種委員会は、現状予定通り開催する予定です。
⑩  不明な点は事務局（626－1274）まで、お問合せください。
　※ホームページが見にくい、検索できにくい等の声が寄せられています。現在改善の工事を突貫
　　で行っており、次号にてご案内する予定です。

　会員の皆様が就業をされる際には、必ずセンターを経由しなければならないことはすでにご
存じとは思いますが、一部の方が「直接発注者様から依頼を受け、現金のやり取りをしている。」
という情報が入っています。このような行為は重大な問題であるとともに、シルバーの信用を
失墜させることになります。実態が判明した場合は、処分の対象となりますので、くれぐれも
ご注意ください。悪質であれば、法的手段を検討せざるを得ません。（全国のシルバーで凡例あり）
　なお、発注者様向けにはホームページ等でお知らせを出していますが、直接依頼や相談を受
けた場合には、契約の流れを説明いただけるようお願いします。

就業の請け方に関する注意

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日（水）、１６日（月）、１７日（火）、１８日（水）、２６日（木）、２７日（金）

２日（水）、１０日（木）、１６日（水）、２２日（火）、２４日（木）、２５日（金）

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。

自己防衛のため、マスク着用・手洗いの励行を！

　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、緊急事態宣言等の関係で、３月から５月まで入会説明会が開
催できませんでした。その後再開していますが、感染拡大防止の観点

シルバー会員大募集

から少人数での開催を余儀なくされており、回数を増やして対応している状況です。通常通り
の定期開催は 1月以降にずれ込む見込みです。
　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）

「自己防衛強化月間」継続中！

※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。

　第２４回高尾山ハイキングを下記の通り実施します。今年は、過去３回全て中止となり、最初
の山行きが、忘年山行になります。懐かしい高尾山に登りましょう。（ビンゴケームも予定して
います）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回24第

　　《実 施 日》令和２年１２月９日（水）
　　《集　　合》京王線　高尾山口駅改札口外　　午前９時３０分
　　《コ ー ス》病院前コース～１号路～山頂～落合コース
　　《募集人員》先着２５名（募集人員がオーバーしましたら連絡いたします）
　　《参 加 費》１００円 (保険料 ) 
　　《申込方法》ハガキに会員番号・住所・年齢・☎番号（自宅と携帯）を記入の上申込み
　　　　　　　＊一般の方も参加頂けます。お申込の際、｢一般｣と記入してください。
　　《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
　　　　　　　 ☎０４２－６２３－９１１７　携帯　080－9702－7505



センターの事業実施状況等について（第2四半期）
　令和 2 年度 7 月から 9 月までの当センターにおける就業実数の推移や事業実績は以下の通
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。
　新型コロナウイルスによる活動自粛の影響から回復の兆しが見られます。

多摩市シルバー人材センター訪問

　総務委員会では、去る１０月１２日（月）に
多摩市シルバー人材センターを訪れ、理事長、
専務理事、常務理事等と理事役割・理事報酬・
会費の設定・ボランティア活動･総会の状況な
どについて、情報交換をいたしました。
　地域支援･入会説明会･常任委員会・組織運営
等に当センターとの相違も有り、今後のセン
ター運営の参考にしたいと思います。

■　請　負 7　月 8　月 9　月 上期計（4～9月）

2020年 1,510人 1,482人 1,594人

2019年 1,673人 1,548人 1,705人

増　減 △163人 △66人 △111人

2020年 863件 850件 884件 4,740件

2019年 1,067件 848件 1,089件 5,715件

増　減 △204件 2件 △205件 △975件

2020年 63,825,927円 61,731,204円 70,986,683円 337,338,614円

2019年 76,705,559円 60,248,412円 81,884,278円 440,108,595円

増　減 △12,879,632円 1,482,792円 △10,897,595円 △102,769,981円

■　派　遣 7　月 8　月 9　月 上期計（4～9月）

2020年 156人 129人 150人

2019年 126人 143人 142人

増　減 30人 △14人 8人

2020年 11件 3件 4件 69件

2019年 7件 2件 2件 56件

増　減 4件 1件 2件 13件

2020年 11,007,951円 8,643,902円 10,327,520円 54,365,233円

2019年 9,018,390円 10,417,565円 10,065,593円 55,498,378円

増　減 1,989,561円 △1,773,663円 261,927円 △1,133,145円

※今号から累計表記から月毎表記に変更しました。
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　初級英会話教室受講者
　先月号で募集した「脳トレ英語教室」への申込者が多いため、毎月第１水曜日午後の部も
（13：00 ～ 14：30）開設することになりました。
　会場は、下柚木にある「東部交流室」で、会場の都合で先着２名といたします。なお、レッ
スン受講料教材費は 500円です。　申し込みは、080-7378-6421 設楽まで。

募集

保育補助の就業に関する研修会開催（女性委員会）
　女性委員会において、｢保育補助グループを新たに組織して体制を強化しよう｣という議論を進
めています。つきましては、資格保持者や経験者をはじめ、保育関係の仕事をやってみたいと
いう会員の皆様に集まって頂き、今後のグループ化検討に関する意見交換や現在の業務状況をお
伝えする研修会を下記の通り実施します｡  参加をご希望の方は事務局までご連絡ください。

インフルエンザの予防接種を受けましょう

【インフルエンザの予防接種を受けましょう】

【産業医を勝田真行氏に委嘱】
　平成 28 年度よりシルバー派遣事業が当センターでも開始され、お陰様で順調に契約金額が伸
びております。そのことを受け、労働安全衛生法に「全ての業種において、常時 50 人以上の労
働者を使用する事業場において産業医の選任が義務付け」られているため、本年度より産業医
を選任し安全衛生委員会を毎月開催しています。なお、従前から設置している「安全管理委員会」
の小委員会として位置づけます。
　産業医については、派遣元である東京しごと財団が八王子市医師会からの推薦に基づき、「医
療法人社団三真会　勝田医院　勝田真行院長」に委嘱し、安全衛生委員会において貴重なご意見
をいただいております。そこで今回は勝田産業医より、インフルエンザの予防接種について寄稿
いただきましたのでご紹介いたします。

　10月からインフルエンザの予防接種が始まりました。インフルエンザはワクチン・治療薬が
あっても毎年 1000 万人が罹患し、3000 人が死亡する怖い病気です。
　予防接種を受けておきましょう。
　《予防接種の目的》　　①インフルエンザに罹らないこと
　　　　　　　　　　　②重症化を防ぐ
　　　　　　　　　　　③流行させない
＊①、②は個人的な話ですが、③については接種率の問題です。職場でインフルエンザの流行を
　起こさない為にも皆で接種することが大切です。ある集団で 7 割以上接種するとその集団の
　流行を防げると言われています。（4人家族なら 3人接種）また 65歳以上の方は、本年度（令
和 3 年 1 月 31 日まで）は無料で接種できるので（65 歳以下の人は自費診療なので料金はバラ
バラで高額）積極的に接種してください。
〖接種した方は、罹患しても軽症で抗インフルエンザ薬を使用すれば劇的に改善するのに対し接
　種してない方は、その後肺炎球菌肺炎になったり、帯状疱疹が出たりするケースがあります｡〗

日　時：令和２年１１月１６日（月）１３時３０分～
場　所：大横保健福祉センター　４階　第４・5会議室　定員（先着３０名）
申込先：事務局　菱山・津島　　電話：０４２－６２６－１２７４

多摩市シルバー人材センター
視察（総務委員会）　


