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　八王子市内において、第３波と思われるコロナの感染者が急増しており、東京都全体としても連
日ワースト記録を更新している状況です。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
加しており、感染した高齢者の病状が悪化していることです。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、12月中を「自粛期間」と定め、会員の安全を確保するとともに感染防止に注力していきます。

　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。（全国のシルバーで判例あり）

①  不要不急な外出を自粛する意味で、センターへの来所はご遠慮ください。
②  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）
③  全ての会議・打ち合わせ・研修等の行事は行いません。最低限実施が必要なものは適切な
　感染防止（換気、マスク着用、消毒、少人数）を行ったうえで、許可制とします。
④  月初の就業報告書提出は、②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。）
⑤  入会説明会及び面談は、待機が長期にわたる状況を見定め、適切な感染防止のうえ順次実
　施します。（日程未定）
⑥  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。
⑦  班長・副班長には別途通知します。
⑧  不明な点は事務局（626－1274）まで、お問合せください。

　・12 月分の「就業報告書」は、可能な方は 12月中に提出願います。
　　提出期限は、１月５日（火）になります。
　・年末年始のセンターの予定は、令和 2年 12月 28日（月）通常通り
　　　　　　　　　　令和 2年 12月 29日（火）～令和 3年 1月 3日（日）休業
　　　　　　　　　　令和 3年 1月 4日（月）仕事始め　通常通り

事務局からの大事なお知らせ

就業の請け方に関する注意

　１０月２５日の日曜日、気持ちの良い秋晴れに恵まれ、本
年度初めての清掃ボランティアを浅川河川敷で行いました。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、全てのイベン
トやボランティアが中止となる中で「密にならないような
形でのボランティアを行いたい！」という会員皆様の熱い
要望があり、実施に至りました。
　当日は総勢６８名の参加で、鶴巻橋から浅川橋までの両
岸を４つのチームに分けて清掃を行いました。「素晴らし
い好天に恵まれ気持ち良かった！」「久しぶりに体を動か
し、良い運動になった！」等、ボランティア活動を楽しま
れた様子でした。
　ご参加いただいたみなさま、お疲れ様でした。
　なお、今後の方向性については、コロナ感染拡大の状況
を見定めながら、地域委員会で検討していきます。

浅川河川敷清掃ボランティア

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。

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

６日（水）、７日（木）、１９日（火）、２０日（水）、２２日（金）、２５日（月）

１２月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

なお、１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２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）

※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。

12月 31日まで自粛期間とします。



ＪＲ八王子駅北口デッキにシルバーの横幕掲示

指定収集袋への広告掲載について

ホームページの改善について

　八王子市及び八王子警察にご協力を頂き、10月から横幕を掲示しています。
横幅 13ｍという大きな横幕ですので、ペデストリアンデッキの中央から京王プラザホテル側を
見て頂くとご覧いただけます。駅前へお立ち寄りの際は是非ご覧ください。

　前号でご案内の通り「ホームページが見にくい」という声に対して改善を行いましたのでご覧
ください。また、ご質問が多かった内容も掲載しました。
①　「就業情報が見にくい」→トップページに大きめのボタンを設置しました。「就業情報クリッ
　クして下さい」という青いボタンをクリックすると最新情報が表示されます。
②　「おおるりが見にくい」→トップページに大きめのボタンを設置しました。「会報クリックし
　て下さい」という青いボタンをクリックすると最新情報が表示されます。
③　「平成表記が残っている書式がある」→年号を令和に変更しました。
④　「ホームページが開くまで時間がかかる（違うページが開く）」→平成 31 年 4 月からホーム
　ページをリニューアルしＵＲＬも変更しています。違うページが開くという場合、旧ページの
　ＵＲＬを開いている可能性がありますのでリニューアル後の【 https://hachioji-sjc.org/ 】
　にてお調べ下さい。
　その他、定期的な見直しを順次進めておりますがお気づきのことがございましたら事務局広報
担当職員（菱山・津島）までお声掛け下さい。

　令和 2 年度分として八王子市指定収集袋（有料ごみ袋）の包
装部分にセンターの会員募集広告を掲載しています。
　店頭在庫により昨年度のものがしばらく残っている可能性が
ありますが、切り替わり次第一年間ほど流通に乗る見込みです。

※可燃ごみ 10Ｌ（小）、不燃ごみ 20Ｌ（中）、
　事業用可燃ごみ 20Ｌ（中）の 3種類に掲載しています。

理事・監事選考委員会が発足

安全委員会からのお知らせ

　現在、当シルバー人材センターでは、理事１４名、監事２名の役員を選任し業務執行上の決
定等を行い運営されていますが、来年６月の定時社員総会終結時に任期満了となります。
　このため、次期理事及び監事の候補者を選考するため、当センターの「委員会運営基準」に
基づく特別委員会として「理事・監事選考委員会」を設置する事が、去る１１月３０日の理事
会で決定されました。メンバーは総務、業務、広報、地域、安全管理、女性及び就業対策の各常
任委員会委員長と各地区の代表として６名の会員で構成されます。
　今後、１２月中に第１回目の委員会を開催し、以後候補者の選考を行い理事会の承認を経たう
えで来年６月の定時社員総会において選任を議題とする予定です。

社会福祉法人八王子市社会福祉協議会より感謝状

　11 月１６日（月）に当協議会より令和元年９
月１日より令和２年８月３１日の期間に、福祉事
業資金に寄付（昨年のにこにこフェアの売上げ金）
をしたことで、感謝状を頂きました。
　当日は、センターを代表して髙部会長に参加し
ていただき、石森市長より感謝状が授与されまし
た。

● 募集の内容
　【標語 テーマ】テーマ１「危険予知」
　　　　　　　　テーマ２「転倒防止」
　【応 募 期 限】令和３年１月１２日（火）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：山下）

標語安全就業 を募集
東京都シルバー人材センター連合で
安全委員会からのお知らせ

　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対策の一環として、会員自らが安全就業について考えることで、安
全就業について考えることで、安全に就業する意識をより一層高め事故防止を図ることを目的と
「安全就業標語」を募集します。令和３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。
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　八王子市内において、第３波と思われるコロナの感染者が急増しており、東京都全体としても連
日ワースト記録を更新している状況です。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
加しており、感染した高齢者の病状が悪化していることです。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、12月中を「自粛期間」と定め、会員の安全を確保するとともに感染防止に注力していきます。

　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。（全国のシルバーで判例あり）

①  不要不急な外出を自粛する意味で、センターへの来所はご遠慮ください。
②  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）
③  全ての会議・打ち合わせ・研修等の行事は行いません。最低限実施が必要なものは適切な
　感染防止（換気、マスク着用、消毒、少人数）を行ったうえで、許可制とします。
④  月初の就業報告書提出は、②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。）
⑤  入会説明会及び面談は、待機が長期にわたる状況を見定め、適切な感染防止のうえ順次実
　施します。（日程未定）
⑥  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。
⑦  班長・副班長には別途通知します。
⑧  不明な点は事務局（626－1274）まで、お問合せください。

　・12 月分の「就業報告書」は、可能な方は 12月中に提出願います。
　　提出期限は、１月５日（火）になります。
　・年末年始のセンターの予定は、令和 2年 12月 28日（月）通常通り
　　　　　　　　　　令和 2年 12月 29日（火）～令和 3年 1月 3日（日）休業
　　　　　　　　　　令和 3年 1月 4日（月）仕事始め　通常通り

事務局からの大事なお知らせ

就業の請け方に関する注意

　１０月２５日の日曜日、気持ちの良い秋晴れに恵まれ、本
年度初めての清掃ボランティアを浅川河川敷で行いました。
　今年は新型コロナウイルスの影響により、全てのイベン
トやボランティアが中止となる中で「密にならないような
形でのボランティアを行いたい！」という会員皆様の熱い
要望があり、実施に至りました。
　当日は総勢６８名の参加で、鶴巻橋から浅川橋までの両
岸を４つのチームに分けて清掃を行いました。「素晴らし
い好天に恵まれ気持ち良かった！」「久しぶりに体を動か
し、良い運動になった！」等、ボランティア活動を楽しま
れた様子でした。
　ご参加いただいたみなさま、お疲れ様でした。
　なお、今後の方向性については、コロナ感染拡大の状況
を見定めながら、地域委員会で検討していきます。

浅川河川敷清掃ボランティア

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。

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

６日（水）、７日（木）、１９日（火）、２０日（水）、２２日（金）、２５日（月）

１２月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

なお、１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２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）

※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。

12月 31日まで自粛期間とします。
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