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第１３回定時社員総会の日程

　このところ、毎月１５件ほど清掃の仕事を募集していますが、あまり応募をいただけません。
経験のない方でも大丈夫ですので、この機会に就業情報を確認のうえ、就業をお考えいただ
けないでしょうか。
　就業者の決定にあたっては、　①今まで就業経験のない方　②就業場所の近隣にお住まい
の方を優先に就業対策委員会で総合的に判断をしてお願いをしています。
　就業情報は、毎月１０日、２５日に更新されます。ホームページで確認いただくほか、事務局、
東部交流室に備えてあります。お近くで募集があったときは、先着順ではありませんので、就
業条件をよく確認いただいたうえで、是非、応募をお願いします。なお、ご自身での応募が原
則です。

施設等の清掃の仕事をしてみませんか

　１月号でお知らせしました通り、「地域デビューパーティー８０２」（通称：チデパ）が開催
されます。都合がつきましたら、是非、お立ち寄りください。
　《開催日時》令和５年３月５日（日）正午から午後４時まで
　《開催場所》オクトーレ八王子　１２階　学園都市センターイベントホール

広報委員会からのお知らせ ～チデパに出展します～

◆パソコン班から「会員向けスマホ講座３月度」開催のお知らせ
■講座日程　
　　　　　AM：９:５０～１１:５０　　

　　　　　PM：１３：３０～１５：３０

業務委員会からのお知らせ

　第１３回定時社員総会は令和５年６月２１日（水）芸術文
化会館（いちょうホール２階大ホール）で開催の予定です。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会員
の来場を極力控えて、会場が密集状態とならないよう入場
会員数を制限させていただき少人数で開催いたしました。

　総会は、当シルバー人材センターの基本的な運営に関わる事項を、会員の皆様の総意で
意思決定する重要な場となります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況も気になると
ころですが、少しでも多くの会員の皆様の出席をいただけるよう準備してまいります。

■会場：大横保健福祉センター　
　　　　４階　講習室
■受講料：各２時間　１,０００円（テキスト代：含む）
■申込方法

これまで２回にわたり、インボイス制度がスタートするとセンターにどのような影響があるのか解説してきました。イン

ボイス制度が始まり、何の対策もしなければ、シルバー人材センターは事業を継続できなくなるというお話をしました。  

では、シルバー人材センターとして今後どのような対策を取れば良いのか、大きく３つの方向性が考えられます。 

 

 

 センターや会員にとって負担はないが、お客様（発注者）負担が増える。 

 

 

 約 5,400 万円もの納税額は、センターが節約で確保できる金額ではない。 

 この方法では、事業を継続することはできない。 

 

 

 会員の配分金を減額することは、就業意欲に大きく影響する。 

 お話が難しくなるためここでは詳しく書きませんが、独占禁止法や下請法規制に違反する可能性

があ り、得策ではないと考えています。 

 

 

・・・つまり、 

新たに増える約 5,000 万円の消費税を 

誰かが負担しなければならないのです。 

 

  八王子市シルバー人材センターは、インボイス制度開始後の対策を 

このことを基本的方針として考えています。 

この方法を取ることにより、シルバー人材センターは事業を継続することができ、会員の皆さまも新たな税負担を背

負うことなく活動を継続することができます。 

 しかし、この方針を採用することには欠点もあります。お客様にとっては値上げとなるため、契約条件にご納得いた

だけなければ、注文そのものがなくなるリスクも考えられます。 

 会員の皆さまにはこの状況をご理解いただき、更なるサービスの質の向上にご協力くださいますようお願いいたしま

す。  

(参考資料 公益社団法人 中野区シルバー人材センター 広報誌「シルバーなかの」) 

➀ お客様（発注者）に対し「値上げ」をして納税額を確保する。 

今回のまとめ 
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事務局からのお知らせ～新規任用職員の紹介～

センターのホームページ

大横保健福祉センター駐車場利用について
　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。会員の皆さまにおかれましては、以下の健診日には利用を控
えていただく等のご配慮をお願いします。

オンラインで入会申込みができるようになりました
　気軽に申し込みいただけるように、ホームページで『オンライン入会申込』ができる
ようになりました。
　オンラインでは受けたいときにいつでも、動画視聴により入会の説明を受けていただ
くことが可能です。ただし、入会面談は従来どおり来所いただき対面で行います。

　未だに、出口と入口を間違えている車を見掛けることがあります。事故が起きてから
では、取り返しがつきません。建物に近い方が入口です！！皆様のご協力をお願いします。

１日（水）、６日（月）、９日（木）、１５日（水）、２４日（金）、２８日（火）

５日（水）、１０日（月）、１３日（木）、１９日（水）、２５日（火）、２８日（金）

3月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

4 月の乳幼児健診日程は次のとおりです。

　◆通常業務の連絡先（午前８時３０分～午後５時１５分）　＊＊事務局受付窓口＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎０４２－６２６－１２７４
　　※電話の際には、始めに会員番号と名前（フルネーム）をお願いします。
　◆土・日・祝日及び上記時間帯以外の緊急連絡先　＊＊ALSOK綜合警備保障 (株)＊＊
　　　（就業中の事故やケガなどの緊急連絡）　　　　　　　　　　  　☎０４２－６２６－１３２９
　なお、メール・ファックス（042－626－5159）については、２４時間受付となって
いますが、対応については窓口時間内の対応となりますのでご了承願います。

センターへの連絡について

ＵＲＬ(https://hachioji-sjc.org/) のＱＲコード

野嶌央子さん
　今まで派遣社員でお世話になっていましたが、2 月より嘱託職員と
してお仕事させていただくことになりました。今は新入会員さんの手
続きなどを担当しています。
　皆さんのお役に立てるよう努めてまいりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

　件名：３月度スマホ講座申込、申込者氏名、メールアドレス、携帯電話番号、上記
講座日程にある番号、持参スマホの機種をご記入の上、メールにてお申込みください。
　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス（entry802@googlegroups.com）

■申込締切日　　各講座開催日の５日前まで
■講座の開催についての注意
　各講座は定員１０名ですが、申込者が２名以下の場合は開催いたしません。
　開催が確定しましたら、「開催確定通知」をメール又はSMSにてご連絡いたします。

＜記入例＞　「３月度スマホ講座申込」、氏名：大横太郎、
メールアドレス：xxx@xxx.co.jp  080-8877-8877　
講座番号：A1、A2、A3、B、C、D、持参スマホの機種：アンドロイド /アイフォン

第３２回目の高尾山ハイキングを実施します。皆さまのご参加をお待ちしております。
《開 催 日》令和５年３月２４日（金）
《集　　合》午前９時３０分
　　　　　 京王高尾線　高尾山口駅改札口外
　　　　　 （ご自宅で体温を確認のうえ、必ずマスクを着用してお集まりください。）
《コ ― ス》稲荷山コース～高尾山頂上～１号路～落合コース～高尾駅
《募集人数》先着２５名　《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）を記載の
　　　　　　うえ申込みをお願いします。募集人数を超えた場合はお断りのご連絡をします。
　　　　＊一般の方も参加いただけます。お申込みの際、はがきに「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　☎０４２－６２３－９１１７　携帯０９０－４４５２－３９７９
《申込締切》令和５年３月２０日（月）必着

第３２回高尾山ハイキングのお知らせ（高尾山を登る会）

　４月上旬、令和５年度会費のご案内を送付します。昨年と同様に、会員の皆様の利便性を高
めるため、コンビニ用の納付書を同封します。（振込手数料は、当シルバー人材センターの全
額負担です。）　事務局窓口での現金納付はできませんのでご注意ください。

令和５年度会費納入依頼書について

　３月２０日頃に各業務のリーダー宛に発送を予定しています。発注担当者との契約に関する打
合せが３月中旬頃までかかってしまうことから、この時期の配付になります。４月の予定表作成
等については、関係会員のご理解とご協力をお願いします。

公共（請負）及び派遣業務の新年度仕様書並びに就業報告書等配付時期について

シルバー会員の募集について
　現在、説明会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観
点から、会場の定員の半数での開催となっております。３月・４
月はまだ空きがあります。５月以降の開催時間や場所など詳細に
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》事務局　☎０４２－６２６－１２７４

 男　　性　　２，０４７名
 女　　性　　　　７４３名
 合　　計　　２，７９０名
 平均年齢　　　７５．０歳

令和 5年 2月 1日
現在の会員の状況

または、☎０４２－６２６－１２７４　シルバー人材センター事務局担当 内田 まで
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業条件をよく確認いただいたうえで、是非、応募をお願いします。なお、ご自身での応募が原
則です。

施設等の清掃の仕事をしてみませんか

　１月号でお知らせしました通り、「地域デビューパーティー８０２」（通称：チデパ）が開催
されます。都合がつきましたら、是非、お立ち寄りください。
　《開催日時》令和５年３月５日（日）正午から午後４時まで
　《開催場所》オクトーレ八王子　１２階　学園都市センターイベントホール

広報委員会からのお知らせ ～チデパに出展します～

◆パソコン班から「会員向けスマホ講座３月度」開催のお知らせ
■講座日程　
　　　　　AM：９:５０～１１:５０　　

　　　　　PM：１３：３０～１５：３０

業務委員会からのお知らせ

　第１３回定時社員総会は令和５年６月２１日（水）芸術文
化会館（いちょうホール２階大ホール）で開催の予定です。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会員
の来場を極力控えて、会場が密集状態とならないよう入場
会員数を制限させていただき少人数で開催いたしました。

　総会は、当シルバー人材センターの基本的な運営に関わる事項を、会員の皆様の総意で
意思決定する重要な場となります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況も気になると
ころですが、少しでも多くの会員の皆様の出席をいただけるよう準備してまいります。

■会場：大横保健福祉センター　
　　　　４階　講習室
■受講料：各２時間　１,０００円（テキスト代：含む）
■申込方法

これまで２回にわたり、インボイス制度がスタートするとセンターにどのような影響があるのか解説してきました。イン

ボイス制度が始まり、何の対策もしなければ、シルバー人材センターは事業を継続できなくなるというお話をしました。  

では、シルバー人材センターとして今後どのような対策を取れば良いのか、大きく３つの方向性が考えられます。 

 

 

 センターや会員にとって負担はないが、お客様（発注者）負担が増える。 

 

 

 約 5,400 万円もの納税額は、センターが節約で確保できる金額ではない。 

 この方法では、事業を継続することはできない。 

 

 

 会員の配分金を減額することは、就業意欲に大きく影響する。 

 お話が難しくなるためここでは詳しく書きませんが、独占禁止法や下請法規制に違反する可能性

があ り、得策ではないと考えています。 

 

 

・・・つまり、 

新たに増える約 5,000 万円の消費税を 

誰かが負担しなければならないのです。 

 

  八王子市シルバー人材センターは、インボイス制度開始後の対策を 

このことを基本的方針として考えています。 

この方法を取ることにより、シルバー人材センターは事業を継続することができ、会員の皆さまも新たな税負担を背

負うことなく活動を継続することができます。 

 しかし、この方針を採用することには欠点もあります。お客様にとっては値上げとなるため、契約条件にご納得いた

だけなければ、注文そのものがなくなるリスクも考えられます。 

 会員の皆さまにはこの状況をご理解いただき、更なるサービスの質の向上にご協力くださいますようお願いいたしま

す。  

(参考資料 公益社団法人 中野区シルバー人材センター 広報誌「シルバーなかの」) 

➀ お客様（発注者）に対し「値上げ」をして納税額を確保する。 

今回のまとめ 

② センターの節約によって納税額を確保する。 

③ 会員の配分金を引き下げて、納税額を確保する。 

➀ お客様（発注者）に対し「値上げ」をして納税額を確保する。 

☞

☞

☞
☞

☞

３月スマホ講座 
14日 

（火） 
21日 

（火）祝 

28日 

（ ） 
21 日 

（火）祝 
30 日 

（木） 
30 日 

（木） 

AM  AM  AM  PM  AM  PM  

初級コース          (A) A １ A 2  A 3     

テーマ別 LINE         B    

SNS(1)      C   

スマホ決済       D  

(B)

(C)

(D)

火

( )




