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令和４年度定時総会を開催！ 
 

６月１８日（土）アイプラザ半田 小ホールで、 

半田市シルバー人材センター定時総会を開催しました。 

今年度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

出席者を制限し、新旧役員及び被表彰者で開催し、 

無事終えましたことをご報告します。 

委任状の返信も多くの会員のみなさんから 

いただきました。心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎定時総会表彰者 おめでとうございます 

※敬称略 

役員表彰（３名） 

（理  事）齋田 多惠子、森  泰男 

（監  事）篠田 保 

 

会員表彰（２２名） 

（成岩地域）山本  久、高松 貞二、板倉 良枝、磯部 正利 

   原田  一、森田 唯義 

（半田地域）石河  忠、小林 一美、早川 久義、大槌  栄 

   新美 久司、鈴木 晴生、竹内 正子、田中 丈雄    

（乙川地域）谷  則夫、石原 栄司、宮地 茂夫、土持 昭子 

   小林 恵美子、赤堀 香代子 

（亀崎地域）江上 禎之、永田 善男 

 



第 1回川柳コンテスト結果発表！       
 

4 月に募集しました会員交流事業「第 1 回川柳コンテスト」の審査結果が 

出ました。応募作品総数 50 点の作品の中から第 1 回川柳コンテスト入賞に選ばれた 

作品を発表します。 

 

（敬称略） 

●大 賞   

「昔から 俺の財布は キャッシュレス」 

  東岡  稔 

●優秀賞 

「春の風 川面に浮かぶ 花いかだ」    平山 昌子 

「完全より 安全を期す シルバー」    岡戸 信一 

「ゴミ荒らし カラス賢さ ひけらかす」  角谷 康夫 

受賞者のみなさん、おめでとうございます！ 

＜その他の応募作品＞ 

・出不精の 背な押している 春の風   ・春風に 背中押される ボランティア 

・お花見に 健康談義の 花も咲く    ・立ち上がり ヨッコイショウイチ それは誰 

・バズルとは ババアのズルかと 納得す ・コロナ禍で 捨てられしマスク 目に触れる 

・園児らは マスクない生活 知らずに育つ・コロナ禍で 歩道に目につく 捨てたマスク 

・木漏れ日や 微睡む妻に そっと掛け  ・福祉にも 触れ合い拒む コロナかな 

・制服が 映る姿に 笑顔有り      ・薫風に 誘われ見るは かきつばた 

・しんどいね 歳をとるのは 皆同じ   ・街なかに 電気自動車 今日も見ず 

・ライン返信 ２文字３文字 次々ライン ・気を付けて 声かけすれど 我こける 

・これ買って ささやく横で 知らんかお ・ウイルスも 妻も変異で 恐くなる 

・コロナ禍の 前から我が家は ディスタンス 

・シルバーも 孫も大事と ババ笑顔   ・高齢者 行列従え 先頭車 

・支給日は 年金狙って 孫が来る    ・コロナ菌 早く出ていけ この世から 

・平和ボケ 他人ごとだよ 花見して   ・核戦争 ほんとにあるの 平和ぼけ 

・老人は 盲目の犬を 労わりて     ・朝日背に あしながおじさん 前を行く 

・巣箱掛け 住宅探しの 小鳥待つ    ・ウクライナ 早くいくさが すむとよい 

・疲れたら 無理をしないで 早く寝る  ・目で否定 消えたトマトが 襟もとに 

・病夫に 届かぬはずの バナナ消え   ・認知気味 正午にピタリ 腹へった 



・ボウリング 健康維持が 膝痛め    ・若作り 職場で呼ばれる ねぇおばさん 

・階段の 残り２段に 息あがる     ・コロナ機々 終りなき時機 先が見えない 

・温暖化 自然環境 人間変化      ・高齢化 すべての機能 衰える 

・靴を脱ぎ 足のほてりや 花疲れ    ・シルバーも ワクチン３度 ほっとする 

・お湯で至福の時 妻の一言 風呂掃除もね・十円玉落とし拾う時 五百円玉溝へコロリ 

・プロ野球 コロナの観戦で ゲームアウト・コロナ禍の 自粛生活 老いすすむ 

・おひとり様 タオル一枚 部屋めぐり 

ご応募いただいた皆さんありがとうございました。 

第 2 回コンテストも開催予定です。次回も多くのご応募をお願いします。 

 

会員交流事業「ボウリング大会」開催のお知らせ       
 

今年度は、人気の会員交流事業「ボウリング大会」を再開することになりました！ 

 

開催日時：令和 4 年９月１2 日(月）１４：００スタート 

 場  所：半田グランドボウル 

 参加資格：半田市シルバー人材センター会員     

募集人数：30 名（応募者多数の場合は抽選） 

 参 加 費：１,0００円 （２ゲーム） 

※貸靴を利用する場合は＋400 円 

     

その他詳細は別紙「参加申込書」をご確認ください。 

 みなさんからの応募をお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※前回のボウリング大会の様子 

 

 

 



◎安全適正就業ニュース 

＜今月は安全・適正就業強化月間です！＞ 

７月は、国が実施する「全国安全週間」にあわせて、全国のシルバー人材センターで 

「安全・適正就業強化月間」行っています。 

 通勤などの就業途上も、作業中も常に安全に配慮した行動をよろしくお願いします。 

 

賠償責任事故、傷害事故ともに０を目標に、就業をしましょう！ 

 

今月は別紙にて、当センターの安全標語の募集も行っています。 

皆さんからのご応募をお待ちしています。 

 

 

＜安全適正就業のためのワンポイント！＞ 

傷害及び物損事故が発生した場合は、センターが加入している保険で賠償しますが、 

入会説明会でも説明しているとおり、何でも賠償ができるわけではありません。 

  

ポイント①傷害保険はその名のとおりケガに対する保険です。病気または病気が原因で

負ったケガは対象外となります。体調不良を感じながらの就業は事故につな

がりますので、体調管理と無理を押しての就業はしないようお願いします。 

 

ポイント②請負事業での自動車及び自転車で起こした事故は、シルバー保険の対象にな 

りません。センター所有の作業車以外の事故は、通勤途上でも就業中でもそ 

の車の任意保険での対応になります。センターが賠償することはできません 

のでご注意ください。 

くれぐれも、就業先で発注者所有の車を使用してもよいと言われても使用し 

ないでください。発注者の希望でも、センターから使用許可を出すことはで 

きません。事故を起こした場合、その方の全額賠償となりますのでご注意く 

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 会員だより～第 16 回～ 

 

 今回は、平山昌子さんから投稿をいただきました。 

同じようにご家庭で何かを作られている方も多いのではないでしょうか？ 

事務局では、皆さんからの会員だよりの投稿をお待ちしています。 

日常を共有できるような投稿も大歓迎です。 

ご応募いただける方は、是非事務局までご連絡ください。 

 

「イチゴを使って美酢（酵素ドリンク）とイチゴジャムを作りました」 

 

 美酢（ミチョ酢）韓国でブームになっている飲み物で知る人ぞ知る、知らない人は話を

しても首をかしげます。 

 私も友達に聞いてイチゴのある時期に作る事にしました。 

 とても簡単で誰でも材料のイチゴ、氷砂糖、穀物酢が有れば出来、ついつい知り合いの

人の分も作りました。 

 友達いわく、一年分作って冷蔵庫で保管、大さじ一杯毎日飲むとの事です。炭酸、水、

焼酎で割っても良いと万能です。 

 効能は、1 つ目は腸内の善玉菌を増やす、腸内の環境を整え便秘改善に役立つ。2 つ目

はお酢と糖分を同時に摂ることで効果的に疲労回復が期待できる。3 つ目は内臓脂肪を減

らす働きがある。4 つ目は食後の血糖値の上昇を抑える働きがある。 

 1～4 つ目で思い当たる方はぜひともお試しください。 

 上記の事は、インターネットでの検索の結果です。 

 他にも、ザクロ、桃、マスカット、パイナップルと市販されています。時期によって色々

試す事が出来、飲みやすくて作りやすいのが、面倒な私にとって一番です。 

 イチゴは適当（色があまり変わらない時）取り出して砂糖を入れて、ジャムを作りまし

た。 

 ジャムはお酢が入っているため、多少酢のにおいがしますがあまり気になりません。 

 

 材料  イチゴ 250ｇ、氷砂糖 250ｇ、穀物酢 500ｃｃ 

  

綺麗なイチゴ色です。 

毎日ゆすって氷砂糖を溶かします。当日からでも飲めます。 

（ジャムは甘目が好きな方は同等の砂糖を入れて、苦手な方は自分にあった量を入れる

と良いと思います。） 

イチゴの時期は過ぎてしまいましたが良い飲み物だと思いますので、材料によって作っ

てみてはどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 



☆７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。 

 

 事務局からのお願い  

「アイプラザ半田での駐停車について」 

アイプラザ半田から施設内の駐停車について 

お願いをされています。 

施設北口入り口から駐車場に続く道が 

レンガ舗装となっていますが 

傷みやすいため、駐停車を避けるよう 

お願いいたします。 

 

右画像を確認していただき 

駐停車をする必要がある場合は 

ご配慮、ご協力をお願いいたします。 

※白色の枠線内になります。 

 荷降ろし等が主になると思われますので 

 よろしくお願いします。 

 



＜会員のみなさんへお知らせ＞ 

○半田市シルバー人材センター事務局の電話番号について 

 事務局の代表回線は０５６９－２２－８７３６となりますが、 

発信用にその他２回線を使用しています。 

迷惑電話対策のため、登録していない電話番号の着信拒否を設定されて 

いる場合は、下記の２回線も登録をお願いいたします。 

・０５６９－２２－８８９４  ・０５６９－２５－４５２２ 

 

 配分金の消費税取扱いについて（重要）  

以前より、配分金明細に記載させていただいている内容ですが、 

センターから会員に支払われる 

 

配分金は「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当し消費税が含まれています。 

 

こちらは、皆さんに知っておいていただきたいことになりますので、 

ご把握いただきますよう、よろしくお願いします。 

※なお、派遣事業での給与は賃金となり不課税で配分金とは異なります。 

 配分金と派遣給与の違いについての認識をよろしくお願いします。 

 

＜就業が出来なくなる場合の事前連絡について（お願い）＞ 

健康上の理由で入院する・休養が必要、家庭の事情等で就業できなくなるような場合は、

出来る限り早めに担当職員にご連絡ください。 

仕事に穴をあけることが出来ないため、次に就業してもらえる会員さんを探す時間が必

要となりますので、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 

(アイプラザ内) 

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 木、9：00～1１：30 山田 

9 ビル清掃 桐ヶ丘 9 時～11 時、月 2 回、1 名 山田 

10 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 

11 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 

12 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 

13 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 

14 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 

15 グループホーム施設での清

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 

16 事業所内清掃 新居町 火、8 時～12 時 中尾 

17 医院内清掃 青山 月・水、13：00～15：30 山田 

18 施設内での清掃、除草 川崎町 第 1・3・5 金曜日 

9 時～16 時（実働 6Ｈ） 

山田 

19 店舗内清掃 吉田町 月、8 時～11 時 山田 

20 企業ビル清掃 成岩東町 隔週（月・水・金） 

8 時～13 時（休憩なし） 

山田 

21 事業所清掃 松堀町 週 1 回（曜日応相談） 

9：00～14：45（実働 5Ｈ） 

山田 

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 （7 月１日付） 

池本 一利さん、前田 充子さん、吉田 忠雄さん、古賀 諦一さん 

渡邉 裕己さん、榊原 洋子さん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 


