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第６回ボウリング大会が開催されました!       
 

9 月 12 日（月）に半田グランドボウルで第６回目となるボウリング大会が開催 

されました。会員、職員合わせて１９名が参加し、笑顔が溢れる大会になりました。 

 お手伝いいただいた皆様、参加された皆様ありがとうございました。 

 コロナ禍が続く中で久々に会員が集まってのイベントが開催できました。まだ、コロ 

ナ禍が収束したとは言えませんが、これをきっかけに少しずつイベント企画を進めます 

ので、楽しみにお待ちください。 

 

 

＜順位発表＞ 

👑優勝 赤堀 香代子 

準優勝 野垣 眞 

第３位 竹内 和弘（敬称略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

安全適正就業ニュース 

 

１０月１日から１２月３１日までの期間は、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」です。 

剪定作業を行う会員の皆さんは、事故ゼロを意識し、安全就業をお願いします。 

 

当センター内では、今年度は残念ながら賠償責任事故が頻発しており確定している賠償額

だけでも既に合計 150 万円を超える状況となっています。 

 

全ての会員の皆さんで傷害事故、賠償事故を起こさないよう安全配慮の心がけを今一度徹

底し、これ以上の事故が発生しないよう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。 

 

 

セルフチェックを行いましょう！ 

１．就業中に使う道具の状態を把握していますか？ 

   作業前、作業後に不備、不具合がないか点検しましょう。 

２．就業中、就業途上でつまずき、滑りによる転倒に配慮していますか？ 

   階段や傾斜のある場所等、足元の状況の把握に努めましょう。 

３．指定された安全対策を実行できていますか？ 

   事故の多くは「大丈夫だろう」から起きています。必ず守りましょう。 

４．責任問題にならないよう配慮していますか？ 

「就業中に知り得た情報が他に漏れ発注者の不利益になる」等は、センターの 

責任問題につながります。就業承諾書にある事項の厳守を心がけましょう。 

 



令和４年度第２回ボランティア活動のお知らせ!! 

 

先月に引き続きのお知らせです。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!!  

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。 

 

☆１０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 （重要）  

①「健康診断は受けていますか？」 

 秋口になると一般企業などでは、健康診断の実施が多くなります。 

 会員の皆さんは、個人事業主となるため、ご自身での判断とは 

 なりますが、健康診断を受けていらっしゃいますか？ 

 就業できるかの判断など、健康上の判断はお医者さんにしてもらうのが一番です。 

 個人負担になりますが、市の補助の利用など、受けられる健診受診をお勧めします。 

 

②「自転車保険への加入を推奨します！」 

 シルバーでの就業の移動手段として自転車を使用している方は多いかと思います。 

 みなさんは“自転車保険”に加入していますか？ 

 愛知県では、2021 年 10 月から自転車保険の加入が義務となっています。 

 自動車の任意保険や火災保険などのオプションとして見かける場合もあるかと思います。 

 皆さんに知っておいてもらいもらいたいこととして 

  

シルバー保険では自動車事故と同様に、自転車事故での損害賠償はできません。 

  

 具体的には、自転車で人にケガをさせた場合や物を壊した場合は、全て自己責任となり

ます。情報番組などで、自転車で人に衝突し多額の賠償請求を受けたなどの事例を見た

ことがある方もいるのではないでしょうか。 

 日常の移動手段としてお乗りの方も、他人事とは思わず、ご契約の保険会社などに 

 相談し、自転車保険への加入をお勧めいたします。 

  

③「緊急連絡先に変更あれば、お知らせください！」 

皆さんからは、入会時に緊急連絡先を必ずお知らせいただくようお願いしています。 

理由は“就業中に不慮の出来事が発生したときのため”です。 

 

入会時に申告いただいた緊急連絡先に変更はありませんか？ 

 

もしものことがあった場合も備え、皆さんご自身のために変更などがある場合は 

必ず事務局に連絡をお願いします。 

 変更がある方は下記にご記入いただき、事務局へ持参・FAX（22-9528）などで 

ご連絡ください。 

 （間違いがないよう、電話ではなく極力ご記入いただき提出をお願いいたします。） 

＜緊急連絡先＞ 

                    提出者氏名           

名前：            （ふりがな：           ） 

続柄： 

住所： 

電話： 

携帯： 



 

   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 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 

５ 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 

6 事業所内清掃 新居町 月・木、8 時～12 時 中尾 

7 医院内清掃 青山 月・水、13：00～15：30 山田 

８ 店舗内清掃 吉田町 月、8 時～11 時 山田 

9 剪定班 市内全域 1～2 名 中尾 

10 歯科医院での衛生器具の清

掃（昼） 

宮路町 月・火・水・土 

11 時～14 時、2 名 

宮地 

11 草刈班 半田班 

乙川亀崎班 

各 1 名 市野 

12 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 

13 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 

14 室内清掃（風呂場清掃） 亀崎町 土、9 時～10 時及び 15 時～ 

16 時 30 分（2.5Ｈ） 

市野 

15 工場内落ち葉拾い 前潟町 週 2 回程度、9 時～11 時 山田 

16 事業所内清掃 瑞穂町 月・金（どちらかのみも可） 

9 時～11 時 

山田 

17 事業所内清掃 亀崎町 月・水・金 

9 時～12 時（2～3Ｈ） 

中尾 

18 事業所内清掃 瑞穂町 火・木、9 時～12 時（2～3Ｈ） 中尾 

19 事業所内清掃 川田町 月、9 時～12 時 宮地 

 

 

 

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。） 

 

◎新入会員の紹介 （10 月１日付） 

植田 光浩さん、平井 政良さん、三井  稔さん、榊原 京子さん、関  泰治さん 

高須 竜美さん、神谷 豊実さん、前野  敬さん、前野 祐子さん、小田 葉子さん 

野村 光徳さん、宮尾 孝信さん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 



愛知県「ヘルメット着用促進 

モデルセンター」に認定されました！    
 

9 月は秋の全国交通安全運動の時期です。愛知県は 

交通事故死者が毎年多く、交通安全運動には力が入り 

ます。その一環として、半田市シルバー人材センター 

が自転車での「ヘルメット着用促進モデルセンター」 

に認定されました。 

９月２１日に、愛知県庁で秋の交通安全運動出発式 

が行われ、その中で認定式も執り行われました。愛知 

県内の５つのシルバー人材センターの代表者が大村知 

事から認定証を頂き、可愛らしい西城幼稚園の子から、 

ヘルメットに見えないスタイリッシュなヘルメットを 

頂きました。 

出発式の後は参加者が歩道に立ち、交通安全の啓発 

キャンペーンを行いました。シルバーの私達は、道を 

行く自転車の皆さんに、ヘルメット着用を呼びかけましたが、まだまだヘルメットを着用

して自転車に乗る方は少ないなあと感じました。 

式典に備えて、私と加藤さん（職員）は早朝の電車で名古屋へ、会場には７時３０分頃

に入り、８時頃からリハーサル、８時４５分から本番と言う念の入ったものでした。控室

は県議会のラウンジ、一生に一度しかない機会に、思わず座り心地を確かめてしまいまし

た。 

後日談、モデルセンターに認定されたのは「半田市シルバー人材センターでの自転車に

よる事故が多かったから」との事でした。 

最近半田市シルバー人材センターでは、自転車による事故を含め多くの事故が発生して

います。会員の皆さん、しっかり事故防止に努めなければいけませんね！ 

私もチョウ撮りに行く時は、マイ自転車をちゃんと整備して、頂いたヘルメットを着用し

て出掛けますね！ 

会長 宮原一明 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


