第 289 号 平成 30 年 10 月 15 日

【会員総数 1,013 人 男性 684 人 女性 329 人 9 月末現在】

10 月 11 日、小美玉市役所において、島田穣一小美玉市長さんと久保田
健一郎理事長との間で「空き家等の適正管理に関する協定書」締結調印式
を行いました。地域に居住する私どもが、小美玉市に協力し地域社会に貢
献できる事業として行うべく、２年ほど前から先進シルバー等での研修を
重ね、空き家等の適正管理を業務として行うべく勉強をし、小美玉市に働
きかけを行い、この度協定書の締結となったところです。
内容的には、シルバーの業務として空き家の外観の見回り、除草、樹木
の剪定、小修繕等です。これらシルバーの業務についての問合せや案内に
ついて小美玉市でも PR を行うことになっております。

交通死亡者の 6 割が高齢者です
高齢者死亡者数は全国ワースト 7 位
★夕暮れ時は特に危険です!!
★9 月以降の夕暮れ時に交通死亡事故が増加しています。

事故を起こさないために
車のライトは早めに点灯・こまめに切り替えを！
歩行者・自転車の方は、明るい色の服装や
反射材を身につれましょう！
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1 茨城県フラワーパーク
内容 入園ゲートでの入園券の半券もぎ取り、入園者の案内、
不正入場者防止など、（その他屋外作業ですので暖かい服装で）
来園者に親切丁寧な対応のできる方
期間 11 月 15 日（木）から翌年 1 月 14 日（月）2 か月間の金・土・日・
祝日及びクリスマス・年末年始のみ就業
時間 16：30～20：20
単価 時給 900 円
場所 石岡市青柳
2 小美玉市内
内容 入所者へ食事の支度（献立のレシピをもとに調理作業）
時間 ①9：00～17：00 昼・夜・朝＝3 食分
②9：00～15：00 昼・夜＝2 食分
単価 時給 850 円
場所 小美玉市小川
3 つくばファーム
内容 事務所建物の清掃作業（会議室・廊下・トイレ） 女性希望
時間 8：30～14：30 5 時間 別途交通費あり ローテーション制
単価 時間当たり 826 円
場所 石岡市三村
4 石岡市内
内容 下処理された食材での調理作業
女性希望
時間 7：30～14：30 週に 4 日（土日を含む）ローテーション制
単価 時給相談
場所 石岡市北府中
5 小美玉市
内容 工場敷地内の樹木剪定・除草管理を通年作業
時間 8：30～17：00 月～金 月 12 日位
ローテーション制
単価 日当たり 7,500 円
場所 小美玉市羽鳥
6 小美玉市
内容 木工加工 べニア板の製材
時間 8：30～17：00 月～金 ローテーション制（1 日置き）
単価 時給 900 円
場所 小美玉市中野谷
7 株式会社 トップ 大増工場
内容 工場内清掃作業 女性募集 常備 1 名で作業
時間 13：00～15：00 週に火・木の２日間
単価 時間当たり 900 円
場所 石岡市大増
8 ぺんてる株式会社
内容 清掃作業（屋内外・トイレ・その他） 女性希望
時間 8：30～17：00 月～金 ローテーション制
単価 時間当たり 800 円
場所 小美玉市上玉里
9 株式会社クレハ
内容 清掃作業（屋内・トイレ・その他） 女性希望
時間 8：30～12：30 4 時間 週 3 日 月・水・金 11 月の 1 か月間
単価 時間当たり 800 円
場所 小美玉市上玉里
10 ダイセーエブリ二十四（株）
内容 食堂（休憩室）
・更衣室・トイレの清掃作業
女性希望
時間 9：00～13：00 月 7 日程度 常備 1 名で作業
単価 時給 800 円
場所 小美玉市世楽

入会希望者（新会員）の紹介（敬称略）9 月
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郡司富有子
久田 信
吉田 正一
久保田 清
吉倉 一郎

石岡市東石岡
石岡市石岡
石岡市東大橋
小美玉市下玉里
小美玉市上玉里
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小松崎修次
折笠 元市
加藤 利男
武川 忠志

小美玉市栗又四ケ

小美玉市小塙
石岡市瓦谷
石岡市東成井

予定期日 １２月４日・５日 ２日間
予定会場 グリーンパレス石岡
※詳細は、次回会報でご案内いたします。

安全適正就業委員会
11 陶陶酒製造 株式会社 千代田工場
内容 屋内・トイレ・通路・エントランスなど清掃作業 女性希望
時間 9：00～16：00 週に 3 日 常備 1 名
単価 時間当たり 830 円
場所 かすみがうら市下稲吉
12 日本製紙リキットパケッケージプロダクト㈱石岡営業所
内容 構内の緑地管理／芝刈・草刈り・樹木剪定作業など
時間 ①8:30～12:00 ②8：30～15：00 （天候等に応じて）
週に 3 回（曜日は相談）月 10 日位 常備 1 名
単価 時間当たり 900 円
場所 かすみがうら市下稲吉
13 小美玉市・小川温泉ことぶき
内容 利用者のマイクロバス送迎、施設内の清掃やお茶碗洗いなど
免許資格（大型 1 種可）安全運転で利用者に親切丁寧にできる方
時間 8：30～17：15（7 時間 45 分）水曜日定休 月に 8 日程度
単価 時給 900 円 / 場所 小美玉市飯前
14 株式会社 金陽社 美野里工場
内容 屋内・トイレ清掃作業、
女性希望
時間 8：30～16：30 月に 10 日位
常備 2 名
単価 時間当たり 800 円
場所 小美玉市部室

