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設立 40 周年記念誌を発行！ 
 

半田市シルバー人材センターは、昭和 56 年に設立されてから今年度で設立 40 周年を 

迎えました。会員の皆さまを始め多くの皆さまに支えられここまで来れましたことを厚く 

お礼申し上げます。 

記念式典については、9 月号でお知らせしましたとおり新型コロナウイルス感染症を考 

慮し中止となりましたが、「設立 40 周年記念誌」については 

実行委員会のご協力をいただき、無事発行することができました。 

今月の配布物にて皆さまにお届けさせていただきますので 

是非ご覧ください。 

また、記念品として「多機能ボールペン」もお届けします 

ので、よろしくお願いいたします。 

 

  

愛知県知事・愛知県シルバー人材センター連合会会長からの表彰       

 

１０月１４日（木）に名古屋市「ウィルあいち」にて令和３年度愛知県シルバー人材 

センター連合会事業推進交流大会が開催され、当センターから１０名の方が表彰されま 

した。今回は、新型コロナウイルス感染防止のため会場出席はせず、受賞者の参加はで 

きませんでしたが、この場を借りて受賞者の皆さんのお祝いをしたいと思います。 

表彰を受けた会員のみなさん、おめでとうございます！ 

 

（敬称略）             

   ● 愛知県知事表彰 

長寿会員  森  辰男 

       模範会員  森下  明 

● 県シルバー連合会会長表彰 

優秀役員  宮原 一明、森  泰男、佐々木 壽 

模範会員   髙田 啓子、蜷川  肇、都築 和久 

      甲斐 大生、牧田 健太郎 

 

 



 

安全適正就業ニュース 

 

先月もお知らせしました、１０月から１２月は、県内シルバー人材センターの 

「剪定作業中の事故防止キャンペーン」となっています。 

１０月については事故件数０件と素晴らしい実績となっています。 

引き続き、剪定作業を行う会員の皆さんを始め会員全体で事故ゼロを意識し、 

安全就業の継続をよろしくお願いします。 

 

また、シルバー人材センターで就業をすることは、一般企業等での労働と同じように仕事 

を行うことに対する責任が発生します。全ての会員の皆さんから入会時に決められたルー 

ルを厳守するという「就業承諾書」を提出いただいていますが、遵守いただけないと、他 

の会員に迷惑がかかりますので、節度ある行動をよろしくお願いします。 

 

事故０を目指し、みんなでがんばりましょう！ 
 

☆１１月の喫茶｢楽｣営業日のお知らせ 

 

物販の 10周年記念セール開催中です♪ 

喫茶｢楽｣10周年記念の一環として 

「10年の歩み」を展示しています。 

是非、一度ご覧ください♪ 

みなさんの来店をお待ちしてます！ 

 

明るく、楽しくがんばってます。 

ともに輝くスタッフも募集中です。 

事務局までお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「お寺でマルシェ in常楽寺」に出店しました 
 

１０月３日（日）に常楽寺で開催されましたイベントに半田市シルバー人材センターと 

して出店しました。当センターの広報活動や喫茶｢楽｣スタッフの協力を得て物販などを 

行いました。多くの来場者があり活気のあるイベントで活動を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルバー農園事業「さつまいも収穫」を実施 
 

１０月３０日（土）にシルバー農園にてさつまいもの収穫を実施しました。                     

農園メンバー及び会員有志と職員で気持ちよい汗を流しながら収穫の喜びを 

分かち合うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 会員だより～第 14 回～ 

   

 

今回は、さつまいも収穫に参加してくれました髙田啓子さんが投稿してくれました！ 

皆さんからの「就業中にこんなことがあったよ」などみんなで共感できることがありまし 

たら是非ご投稿ください。 

 

髙田啓子さんからの投稿 

 

「さつま芋掘りに参加して」 

 

10 月 30 日土曜日、秋晴れの空のもと、この年になって初めてのさつま芋掘りに参加させ 

ていただきました。 

 

軍手、帽子、水筒を準備し、勇んで家を出たものの、何と！シルバー農園の場所が分から 

ず迷子に。事前に聞いていた場所を、行けば分かるだろうと簡単に考えていた自分のいい 

加減さに呆れるばかり。辺りをグルグル回って、もう帰ろうかとも思いつつ、最後の手段 

で職員さんに電話して「場所がわかりませ～ん」と SOS。近くまで迎えにきていただき何 

とか農園到着。 

 

これでは、初めてくる人はちょっと分かりづらいから無理もないわと心の中で己を慰め言 

い訳している自分がいました。 

 

暖かな陽ざしを受けながらの芋掘りはじっとり汗ばみ、休憩で頂いた飲み物がとても美味 

しかったです。 

 

毎年スーパーの買い物袋いっぱいのさつま芋のおみやげが、今年はヌートリアの被害にあ 

い半分以下だったとのこと。 

 

憎きヌートリアはと画像を見せて貰うと、意外と可愛い顔をしている。 

 

スマホでヌートリアを検索してみたら、元々はブラックバスと同様、人間の都合で日本に 

持ち込まれた動物云々とあり、思わぬ知識を得ることも出来ました。 

 

家の中に居たら経験出来なかった心地よい汗、お仲間との共同作業、育てる人の真心が伝 

わってくるようなシルバー農園のいろいろな作物たち。 

 

本当にほっこりするひと時を体験する事が出来ました。 

次の機会には迷わず、迷惑を掛けることなく農園に行けるはず！ 

楽しい、楽しい時間をありがとうございました。 

 

 



 就業報告書の書式変更について（重要）  

会員の皆さんが就業したときには、事務局へ就業報告書を提出していただいていますが、 

請負事業の就業のものについては、適正就業の観点から上部団体からの指導もあり書式の 

変更を令和４年 1月就業分から行います。今月の配布物に別紙詳細がありますのでそちら 

での確認をよろしくお願いいたします。 

 周知が徹底できるよう 11月と 12月で告知を行わせていただきます。 

 対象の現行書式を使用している会員のみの書式変更であり、該当しない場合もございます。 

書式の変更だけで記入方法が変わるわけではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新たな事業として 

ドローンを使った 

空撮の受注を 

 行います。 

 お知り合い等で 

 空撮を依頼したい 

 方がみえましたら 

 是非、一度ご相談 

 ください。 

 

 

 

 

 

※ＨＰ掲載の広告 



就業募集   

 

 就業内容 就業場所 備考 担当 

１ 喫茶店での接客及び調理 東洋町 

(ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ内) 

センター自主事業 

勤務はシフト制 

丸山 

２ 除草班 半田班、成岩班 

乙川亀崎班 

各 2 名 山田 

３ 左官 市内全域  中尾 

４ 草刈班 乙川亀崎班 1～２名、原則月～金就業 市野 

５ 喫茶店の開店準備 

及び接客（派遣） 

雁宿町 月～木のうち週２～３日 

（シフト制）5：45～7：45 

1～2 名、週１日からでも可 

加藤 

6 公園管理、門扉開閉 花園町 週 1～2 日、朝及び夜の 1 日 2 回 市野 

7 店舗内清掃（派遣） 山代町 月、8 時～10 時、1 名 加藤 

８ 洗車、車内清掃（派遣） 阿久比町草木 2～3 回/週、2 名 

9 時～17 時（実働 7H）※応相談 

加藤 

9 事業所内清掃 新居町 火、8 時～12 時 中尾 

10 事業所内清掃 住吉町 週 1 日、13：30～15：30 松尾 

11 保育所の保育補助（派遣） 栄町 2～3 回/週、15：30～18：00 

4 名 

加藤 

12 事業所内昼食準備と清掃 神明町 水・木（応相談） 

8：30～16：00（実働 6.5H） 

稲葉 

13 カート回収 岩滑西町 15：00～18：45（実働 3.5H） 

シフト制、9～11 日/月 

松尾 

14 障がい児保育所の食事の後片

付け、清掃等（派遣） 

西大矢知町 月・水・金、11：30～16：30 加藤 

15 施設内清掃 亀崎町 土、9：00～10：00、15：00～

16：30 の 2.5H 

市野 

16 事業所内清掃 成岩東町 火・木、8 時～13 時（5H） 稲葉 

17 剪定班 半田、成岩地区 1～2 名 中尾 

18 木材加工、品出し 乙川吉野町 日・月、10 時～17 時（実働 6H） 中尾 

 申込、問合せは☎22-8736 各担当まで。 

※気になるお仕事があれば、気軽にお電話ください。 

（直接来所された場合、担当職員が不在なこともありますのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

◎新入会員の紹介 （11 月１日付） 

岩田 正一さん、鈴木 典子さん、安藝  定さん、野田  勇さん 

萩村 恭子さん、杉本 秀幸さん、山本はるみさん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いします。 

 

 

 


