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重要：新型コロナウイルス感染症関連での就業について       
 

「陽性判定または濃厚接触者となった場合」は 

自覚症状の有無に関わらず就業は行わないでください。 

医師または保健所から告げられている自宅待機期間及び事務局担当との調整で 

設けた就業休止期間は、感染拡大させないための必要な対応です。 

くれぐれも個人の判断のみで期間の短縮、就業再開を行わないでください。 

 

事務局から就業休止とされた期間に独断で就業した場合に、就業先で感染拡大した 

要因となったときの賠償責任は事務局では負えません。会員個人での賠償になり得る 

ことをご理解ください。 

「疑わしい症状がある場合」や「濃厚接触となる可能性がある場合」も同様です。 

 

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、「陽性判定または濃厚接触者となった場合」は事務局まで連絡を 

いただきますようお願いします。 

（事務局と連絡が取れない場合は、直接、就業先に連絡をしていただいて構いません 

ので、その場合は翌営業日に速やかに事務局へ連絡をお願いします。） 

 

 

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。 



 

「令和 4 年度安全標語」決定!!       
 

７月に募集しました「令和 4 年度安全標語」に３5 点の応募がありました。 

応募していただいた会員の皆さん、ありがとうございました。 

厳正なる審査の結果、入賞作品は次のように決定しました。 

 

（敬称略） 

●最優秀賞   

守ろうよ ルールは無事故の 道しるべ 

東岡  稔 

●優秀賞 

「見たつもり 止まったつもりが 事故のもと」 松本 初代 

「始める前に再確認 手間を惜しまず仲間を守る」森田 唯義 

「安全は 基本動作の 積み重ね」       河合 豊久 

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＞ 

「過信やめ 準備運動 大切だ」「快眠と 水分補給で 快適作業」 

「平常心と 安全魂で 事故無し」「思い込み 確認不足で 後悔す」 

「慣れた作業ほど 初心忘れず慎重に！」「強いぞ！ 鬼のパンツと ヘルメット」 

「熱中症 塩飴と水分補給で 撃退だ」「銀輪で駆ける シルバーはヘルメット着用」 

「横見する その一瞬が 事故まねく」「災害は 明日は我が身と 気を引きしめよ」 

「これ位と思うな 事故はすぐ手前」「危険だと 気付いた時に すぐに直そう」 

「注意の目 いつも心に バッチリと」 

「信号は赤も黄色も止まれです 慌てず 無理せず 安全運転」 

「それはダメだよ 危ないよ 勇気あるひと言が 無災害への第一歩」 

「知らず知らずに 気の緩み 単純作業も慎重に」 

「起床時は体調のバロメーター 状況判断さあ仕事」 

「室内・室外共に熱中症予防 水分補給しっかりと」「草刈時の確認は 二人対応事故防ぐ」 

「安全は すべての人の 笑顔のために」「それ！安全？危険？ 確かな判断 事故防ぐ」 

「あれもよし これもよしとの再確認 二重チェックで事故防ぐ」 

「ありがとう 感謝の気持ちが 無災害」「小さなつまずきが 大きなケガになる！」 

「朝の体操 繰り返しが財産」「もっと安全、もっといい仕事 心を込めて、やりきる！」 



「安全は 責を自覚し 身を守る」「まずは一呼吸 合言葉「気を抜くな！」」 

「一人一人の安全意識が事故から守る」「平凡でも健康で シルバーで働けるよろこび」 

「あの時の油断が安全の大切さ身に」 

 

安全標語は来年度も募集予定です。次回も多くの応募をお願いします。 

 

 

 会員だより～第 17 回～ 

 

今回は、平山昌子さんからご投稿いただきました。 

事務局では、皆さんの声をお待ちしています。皆さんも是非「会員だより」にご投稿くだ

さい。シルバーの仲間と共感しあえるお話をお待ちしています。 

 

「野良子猫の保護」 

 

自宅横の空き家に野良猫が子猫を生んで育てていました。 

自立する迄と見ていた所、親猫が子育て途中で交通事故にあい子猫は親猫を待って小さ

な声で鳴いていました。 

空き家の持ち主に連絡を入れ対処していただく様話をした所「引き取りはしない。餌も

やらないでそのまま放置しておく様に」言われたそうです。 

 私としては、いつも駐車場に車を止めるといやがおうでも目が合ってしまいます。何と

か保護されるところはないかと友達や近所の人たちに声掛けをし、その中の一人の方が知

り合いで保護ネコを育てている方がいるので聞いてあげると言われ保護の会を紹介されま

した。早速、連絡を取り「有料だけど引き取りますよ」と言われてすぐにお願いをし、日程

を決め見に来てもらいました。生まれてすぐだと捕まえる事が出来るそうですが、１ヶ月

未満でも人間を警戒し姿を表に現わさず、現れても直ぐに隠れてしまいます。 

 保護の会の方は手では掴めないので捕獲機を持参するからと捕獲機の用意の為一旦帰り、

二機用意して設置してくれました。 

 気になり何度か見に行き、22：30 二機とも蓋が閉まっていたので遅い時間でしたが保

護の会の方に連絡を取ったところ、「今から引き取りに行きます」と快くおっしゃってくだ

さいました。 

 二匹とも捕獲機に入っていたのでホッとすると、同時に息苦しい気持ちがスッと引き、

これで子猫は救われると安心しました。 

 人間であれ、動物（動物保護法が有るのに保護されない）であれこの世に生を受けた以

上、餓死するのは忍びない。まして身近で目にしていただけに救われました。 

 野放しにすると大人になり又、子猫を生んで野良猫が増えて大変なことになります。生

後５ヵ月になると去勢・避妊をするそうです。 

 環境課では、捕獲機の貸出及び去勢・避妊チケットを配布（西尾市）はしている。（自身

で捕獲しなければいけない） 

 保護の会に感謝をするとともに里親が見つかる事を祈ります。 



 

令和４年度第２回ボランティア活動のお知らせ!! 

 

今年度第 1 回ボランティア活動は雨天中止となりましたが、秋のボランティア活動を下

記のとおり開催したいと思います。以前と同様に半田市シルバー人材センターの拠点とし

てお世話になっていますアイプラザ半田周辺の清掃、除草ボランティアを実施しますので

是非ご参加ください。よろしくお願いいたします!! 

（詳細に変更がある場合は 10 月号でお知らせします。） 

実施日：１１月１９日（土）午前９時から（雨天中止）   

集合場所：アイプラザ半田 北側駐車場（蔵のまち東駐車場） 
※参加者には粗品をプレゼント予定です。 

必ずマスク着用で参加をお願いいたします。 

清掃・除草道具は、各自用意してください。 

雨天の場合は中止となり予備日はありません。 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては 

 中止とする場合があります。 

 

 

 「襖張替講習会」受講者募集 
 

 襖張替講習会の開催が決定しました。今年の講習会は現就業会員のスキルアップと 

次の就業会員候補者育成のための講習会となります。 

 

日  時：令和４年１０月２６日（水） 

        １０時 ～ １６時（昼休憩１時間） 

  場  所：半田市シルバー人材センター作業所 

講習内容：襖張り 

講師：中村鏡子（中村商店） 

募集定員：４～６名程度（応募多数の場合は、事務所で選定） 

        ※参加費は無料 

  申込方法：来所、または電話での申し込み。 

※申込期限は９月２６日（木） 

 

※今回は、人材育成を目的とするため、現就業会員と襖・障子・網戸の張替の 

就業希望者のみとさせていただきますので、ご理解を宜しくお願いします。 

 

 

 

 



☆９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。 

 

 

 喫茶｢楽｣では展示物を募集しています  

喫茶｢楽｣では壁面スペースを、写真や絵画などを飾る場所として無料でお貸ししています。 

展示物は、展示できるものであれば、なんでも構いません。 

展示スペースとして利用したい方は、喫茶｢楽｣までお問い合わせください。（☏26-3307） 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 



 

   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 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 

４ ビル清掃 桐ヶ丘 9 時～11 時、月 2 回、1 名 山田 

５ 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 

6 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 

7 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、①午前②午後 加藤 

８ 事業所内清掃 新居町 火、8 時～12 時 中尾 

9 医院内清掃 青山 月・水、13：00～15：30 山田 

10 店舗内清掃 吉田町 月、8 時～11 時 山田 

11 事業所内清掃 椎ノ木町 水・金、15：30～17：30 山田 

12 剪定班 市内全域 1～2 名 中尾 

13 歯科医院での衛生器具の清

掃（昼） 

宮路町 月・火・水・木・土 

11 時～14 時、2 名 

宮地 

14 歯科医院での衛生器具の清

掃（夜） 

宮路町 月・火・水・金 17 時～19：15、

土 16 時～18：15、1 名 

宮地 

15 草刈班 半田班 1 名 市野 

16 家事援助（室内清掃） 桐ヶ丘 2 回/週、2H/回 宮地 

17 家事援助（室内清掃） 大和町 2 回/月、3H/回 宮地 

18 障がい者施設での朝食づく

り、片付け、清掃（派遣） 

花園町 木、16 時～19 時 加藤 

19 放置自転車等の整理 JR 東成岩駅駐輪

場 

月 12 回程度、①7：00～8：30 

②15：00～16：00、1 名 

宮地 

20 工場内の廃材類回収 

と床清掃 

州の崎町 月・水・金、9 時～12 時 中尾 

＜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 

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。） 

 



必要となりますので、よろしくお願いいたします。 


