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会員交流事業「ボウリング大会」開催のお知らせ
先月に引き続き人気の会員交流事業「ボウリング大会」の開催のお知らせです。
応募締切は 8 月 31 日までとなっていますので、是非ご応募ください。
新型コロナウイルス感染症対策を万全にし、みんなで楽しみましょう。
参加申込書は先月配布済みです。お持ちでない方は事務局にお尋ねください。
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）
新型コロナウイルス感染症の
参 加 費：１,0００円 （２ゲーム）
拡大状況によっては
※貸靴を利用する場合は＋400 円
参加費の支払は抽選となる可能性があるため
大会当日の受付に変更とさせていただきます。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

※前回のボウリング大会の様子

中止とさせていただく
場合がありますので
ご了承ください。

新型コロナウイルス関連の対応について（重要）
国内及び半田市内における新型コロナウイルス感染症拡大状況は、皆さんもご存知のと
ころだと思います。残念ながら 7 月末に事務局職員の陽性者も発生しています。
（センター
内の消毒等は済んでいます。）
7 月 19 日と 8 月 1 日に携帯電話番号の登録がある皆様にはショートメッセージ
（SMS）
にて事務連絡をさせていただいきましたが、引き続き「陽性判定または濃厚接触者となっ
た場合」及び「疑わしい症状がある場合」は就業を行わず速やかに事務局へ連絡、相談を
してください。
誰もが感染する可能性はありますが、感染拡大させない努力は最大限行わなければなり
ません。日頃の安全対策を継続していただくとともに、その月の通信に掲載があるなしに
関わらず、事務局まで連絡をいただきますようお願いします。
下記の場合には事務局まで必ず電話での報告をお願いします。
※ただし、担当職員から就業先ごとの指示がある場合はそれに従ってください。

①本人及び同居家族がＰＣＲ検査を受けることになった場合
②本人及び同居家族がＰＣＲ検査を実施した場合
③本人及び同居家族が感染者、または濃厚接触者となった場合
④就業先で、感染者及び濃厚接触者が発生した場合

①～④に当てはまる場合は、必ず事務局へ電話で報告をしてください！
※土日祝などの場合は、翌営業日の早い時間に報告をしてください。

会員手帳の予約を受け付けます！
今年から全国シルバー人材
センター事業協会が販売する
会員手帳の予約を受付します。
購入をご希望の方は、料金持参
のうえ、事務局までお申し込み
ください。
応募締切

8 月 31 日まで

※地区班長等への配布は
ありませんので
ご了承ください。
価格 297 円（税込）11 月以降でお渡し予定

◎安全適正就業ニュース
蜂刺され事故に注意しましょう！
暑いこの季節、スズメバチ・アシナガバチに刺される事故の多い時期になります。
例年、全国のセンターで被害報告が上がっており、ひどい場合は命にかかわる事例も
出ています。
屋外での作業をする場合は、周囲に蜂の巣がないか十分に確認をして、作業を
行うようにしてください。
また、危険と判断される場合は、無理に就業をせず、事務局に相談するように
してください。

蜂に刺され、症状が悪化した場合は速やかに病院へ向かうか１１９番に連絡し、
一刻も早く医師の診断を受けるようにしてください。

熱中症対策について
猛暑日の予報が出るようなり、暑さの本番を迎えています。湿度が高い日は、さらに熱
中症のリスクが高くなりますので、自分は大丈夫と思わず早めの対策を行うよう心がけて
ください。

☆８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。
※8/11（木）～8/15（月）は
臨時休業とさせていただきます。

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。

＜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。

「事務局からの携帯電話 SMS（ショートメッセージサービス）

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。

就業募集

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。）

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、 加藤
数名

５

筆耕

自宅での就業

毛筆 ※賞状技法士、毛筆書士の 市野
資格未取得者でも応相談

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

ビル清掃

桐ヶ丘

9 時～11 時、月 2 回、1 名

山田

9

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

10 障がい者施設での調理、清掃 池田町
（派遣）

土、14 時半～18 時半

加藤

11 デイサービス施設での清掃 南大矢知町
（派遣）

月～土、①8：30～10：00
②16：00～17：30

加藤

12 グループホーム施設での清 南大矢知町
掃、食器洗い、洗濯（派遣）

月～土、①午前②午後

加藤

13 事業所内清掃

新居町

火、8 時～12 時

中尾

14 医院内清掃

青山

月・水、13：00～15：30

山田

15 店舗内清掃

吉田町

月、8 時～11 時

山田

16 事業所内清掃

椎ノ木町

水・金、15：30～17：30

山田

17 マンション清掃

旭町

週 1 回、9 時～11 時、2 名

山田

18 剪定班

市内全域

1～2 名

中尾

19 施設管理、室内外清掃

池田町

昼 8.5H、2 回/週
夜 4.5H、1 回/週

市野

20 歯科医院での衛生器具の清 宮路町
掃（昼）

月・火・水・木・土
11 時～14 時、2 名

宮地

21 歯科医院での衛生器具の清 宮地町

月・火・水・金 17 時～19：15、 宮地

掃（夜）
22 マンション清掃

土 16 時～18：15、1 名
星崎町、柊町

週 1 回、9 時～12 時、1 名

◎新入会員の紹介 （8 月１日付）
鈴木 典子さん、辻
公 さん、平野 芳樹さん
間瀬 卓三さん、山内 泰子さん（順不同）みなさん、よろしくお願いいたします。

宮地

