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熱中症予防を心がけましょう！ 
 

 梅雨の時期を迎え、夏に向け暑さが増していきます。 

毎年のこととなってきていますが、新型コロナウイルス感染症のこともあり 

無条件でマスクを外すというわけにもいかないのが現状です。 

 その時の状況に合わせ、できる熱中症予防を行うようにしましょう。 

 また、熱中症が疑われる場合は、無理をせず体を休める判断をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度第１回ボランティア活動の中止について 

 

去る５月２１日（土）に、２年振りとなるボランティア活動を計画していましたが、 

あいにくの雨により中止となりました。 

SMS（ショートメッセージサービス）にて、携帯電話をお持ちの会員の皆様には、当日

に中止の連絡をいれさせていただきましたが、「小雨だからできるのではないか」と足を運

んでくださった方も見え、ボランティアに取り組もうとなさる姿勢に事務局としては、大

変ありがたく思っております。 

これまでは、小雨決行で告知してきましたが、程度の判断が難しいことと雨の中で作業

することで体調不良につながってはいけないとの判断から、今後は雨天中止とさせていた

だき、次回の計画に活かしていきたいと思います。 

次回は秋のボランティア活動として 11 月 19 日（土）を予定しています。時期が近く

なりましたら、本紙にて告知しますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎安全適正就業ニュース 

 先月号で、「除草作業中の事故防止キャンペーン」のお知らせを行い、除草作業に限らず

全就業において傷害事故及び損害賠償責任事故のゼロを目指すべく呼びかけをさせていた

だいているところです。 

 しかしながら、本紙作成時点で傷害事故１件、損害賠償責任事故５件、会員による就業

中の不適切行為に対する苦情 2 件と非常に多く発生しています。 

 事務局としても対応に追われる状況にあり、本紙で継続して安全適正就業の呼びかけを

行っていますが、異なる対処も必要とし 5 月 17 日に SMS にて全会員に向け、緊急のお

願いメッセージを送信させていただきました。 

 事務局だけでは、事故を無くすことはできません。また、会員一人の不適切行為がシル

バー人材センター全体の評判に繋がります。 

何卒、次の事項を再度確認し、徹底をよろしくお願いいたします。 

 

①決められたルールは厳守する。 

②決められた安全保護具は必ず着用する。 

③道具全般を使用する際は、起こり得る危険を考慮し、安全な使用を心掛ける。 

④階段、斜面等の場所では慎重な作業を心掛ける。 

⑤現場で事故の危険性が懸念される場合は、作業をせず事務局に判断を仰ぐ。 

⑥就業中は、丁寧な接遇を心がける。 

 

          



「事務局からの携帯電話 SMS（ショートメッセージメッセージ） 

送信」の運用に関するお知らせ（再掲） 

 

「携帯電話 SMS（ショートメッセージサービス）送信」の運用について、 

再度お知らせします。 

会員全体に適時、速やかに連絡を行うことのできる唯一の手段となりますので、 

本内容をよくご確認いただき、運用へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

登録してある携帯電話番号に変更がある方、また新たに携帯電話番号の登録を 

行いたい方は事務局まで連絡をお願いします。 

 

＜運用方法詳細＞ 

■ショートメッセージ受信可能な携帯電話 

 ・スマートフォン 

・ガラケー（従来のフィーチャーフォン） 

■想定メッセージ内容 

・事務連絡、緊急連絡 

・個別のご連絡 など                                          

■ショートメッセージ送信元の番号について 

・NTT docomo、au、楽天モバイルをお持ちの方 

050-5491-4105（+81 50-5491-4105）からメッセージが届きます。 

 ・Softbank、Y!mobile をお持ちの方： 

242244 からメッセージが届きます。 

  センターからのメッセージは必ず上記番号から届きます。 

  アドレス帳に登録いただくと便利です。 

・上記番号には電話やメッセージ返信をいただいても届きません。 

■ご注意事項 

 ・メッセージの受信には料金はかかりません。 

 ・送信メッセージの文字数によっては何通かに分かれて受信されることがあります。 

  文章が途中で終わっているなどある場合は、ご確認をお願いします。 

・携帯電話のご契約プラン（無料通信分が全く無い場合など）によっては、 

メッセージ本文内の URL をクリックするとパケット通信料実費が発生する場合が 

ございます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

会員全体への連絡の場合に、個別での電話連絡の 

ご希望は対応できかねますのでご了承ください。 

また、一斉送信の度に少数ですが「返信できない。」 

「文章が途中で終わっている。」等の問合せを受けます

ので、上記、下線部分のご確認をよろしくお願いいた

します。 

 



 シルバー農園収穫物のあっせん販売について  
 今年度も、シルバー農園で栽培・収穫した野菜のあっせん販売を行います。 

シルバー農園のメンバーが丹精込めて作ったお野菜です。 

ご興味のある方は、是非お買い上げをよろしくお願いします。 

 

販売時期 

6 月１５日（水）～※販売在庫が無くなり次第終了 

販売場所 

①半田市シルバー人材センター事務局 

②喫茶｢楽｣（日・月は定休日） 

販売内容（予定） 

①じゃがいも ②たまねぎ 

販売価格（予定） 

２００円～300 円（税込） 

 

 

☆６月の喫茶｢楽｣営業日のお知らせ 

喫茶｢楽｣は新型コロナウイルスに 

負けず営業しています！ 

みなさんのご来店をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

        喫茶｢楽｣ではともに働くスタッフを募集しています！ 

 

   就業内容 喫茶｢楽｣での調理及び接客 

   就業日時 月のローテーションによる（シフト制）    

   配分金額 センター自主事業のため月の売上に応じ決まります。 

   生きがい就業として、お客様や仲間とのつながりを楽しみたい方を 

スタッフ一同お待ちしてします！ 

    

※興味のある方は、事務局（丸山）までご連絡ください。 

 

 



 「自転車乗車用ヘルメット着用促進モデルセンター」の 

協力会員を募集します！ 

 

愛知県では、令和 3 年 10 月から自転車損賠賠償責任保険等への加入が義務となっていま

す。このことは、シルバー通信内で過去にもお知らせし、加入の推奨をしていますが、 

同時期にヘルメットの着用も努力義務化となっています。 

この度、愛知県から自転車乗車用ヘルメット着用促進のため、 

高齢者の代表としてシルバー人材センターへの協力依頼があり、 

知多ブロックからは半田市が選ばれました。 

 

このため、10 名の協力会員を募集します。 

協力会員の方に活動していただくことは 

① 県から支給されるヘルメットを自転車乗車用時に着用 

※ヘルメットはカタログの中から好きなものが選べ、無償で提供されます。 

  （全日本交通安全協会でも推奨されているカポルという製品です。） 

② 10 月にイオンモール常滑で予定されている啓発イベントへの参加 

※開催月、会場は変更になることがあります。参加はできるかぎりであり、 

絶対ではありません。 

以上の 2 点です。 

 

ご協力いただける方は、6 月 20 日（月）までに事務局（担当 加藤）までご連絡くださ

い。応募者多数の場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。 

※協力会員となられた方には、6 月末までに希望するヘルメットの聞き取りを 

行いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新入会員の紹介 （６月１日付） 

川本 ヒサミさん、松本 初代さん、永田 敬子さん、田中 延享さん 

井口 良親さん、足立 久紀さん、竹内 道代さん、杉浦 和秀さん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 



   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 1 名 山田 

３ 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 

４ 保育所の保育補助（派遣） 栄町 2～3 回/週、15 時半～18 時、

数名 

加藤 

５ 筆耕 自宅での就業 毛筆 ※賞状技法士、毛筆書士の

資格未取得者でも応相談 

市野 

6 家事援助（室内清掃） 君ケ橋町 2～3 回/月、1H/回 宮地 

7 家事援助（室内清掃） 板山町 3 回/週、2H/回 宮地 

８ スポーツジムの屋内清掃 青山 9 時～16 時のうち 2～6H 

土・月以外、2 名 

山田 

9 器具洗浄等 川崎町 9 時～12 時、曜日応相談、1 名 山田 

10 ビル清掃 桐ヶ丘 9 時～11 時、月 2 回、1 名 山田 

11 屋外清掃 前潟町 2～3 回/週、3H/回、1 名 山田 

12 施設での介護補助（派遣） 

 ※ヘルパー等の資格必要 

浜田町 1～3 回/週（応相談） 

11 時～14 時 

加藤 

13 公園管理（門扉開閉） 十一号地 1 回/週（朝及び夜の 1 日 2 回） 市野 

14 屋内清掃 宮路町 1 回/週（月か木のどちらか） 

3H/回、午前中 

市野 

15 障がい児童の保育補助 

（派遣） 

有楽町 金、14 時～18 時、1 名 加藤 

16 飲食店での調理補助、 

清掃、洗濯（派遣） 

堀崎町 金・土・日、9 時半～12 時半 加藤 

17 障がい者施設での配膳、清掃 

（派遣） 

池田町 火～木、14 時半～18 時半 加藤 

18 障がい者施設での調理、清掃 

（派遣） 

池田町 土、14 時半～18 時半 加藤 

19 デイサービス施設での清掃、

食器洗い（派遣） 

南大矢知町 月～土、①8：30～10：00 

②16：00～17：30 

加藤 

20 グルームホーム施設での清

掃、食器洗い、洗濯（派遣） 

南大矢知町 月～土、①8 時～10 時②12 時～

14 時③16 時～18 時 

加藤 

21 菓子店での冷凍商品の梱包、

発送（派遣） 

中町 水、11 時～13 時 

※8 月から。偶数月のみ。 

加藤 

 

申込、問合せは☎22-8736 各担当までお気軽にお電話ください。 

（担当職員が不在なこともありますのでご了承ください。） 

 


