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愛知県知事・愛知県シルバー人材センター連合会会長からの表彰       

 

１０月１２日（水）に名古屋市「日本特殊陶業市民会館」にて令和４年度愛知県シルバ

ー人材センター連合会事業推進交流大会が開催され、当センターから 8 名の方が表彰さ

れました。 

表彰を受けた会員のみなさん 

おめでとうございます！ 

 

（敬称略）             

   ● 愛知県知事表彰 

長寿会員  新美 吉正 

       模範会員  石川 和親、高松 恵美子 

森  泰男 

● 県シルバー連合会会長表彰 

優秀役員  東岡  稔 

模範会員   水㟢 伸五、林口 哲明 

原園 力 

 

安全適正就業ニュース 

 

先月もお知らせしましたが、１０月から１２月は、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」となっています。 

残念ながら１０月はシルバー保険未該当も含め事故件数 3 件発生してしまいました。 

今年度はシルバー保険未該当も含め、事故発生件数が 19 件になります。 

「偶然が積み重なっただけ」では、説明がつかない状況にあります。 

いつ、どこで、誰が事故を起こしてもおかしくありません。 

全員で「事故を起こさない！」という強い気持ちで 

一致団結して事故撲滅に取り組みましょう！ 



令和４年度第２回ボランティア活動のお知らせ!! 

    集合場所の変更があります！  

 

9 月からお知らせしている秋のボランティア活動ですが、当日の集合場所を変更いたし

ます。北側駐車場ではなく南側の広場としますのでよろしくお願いいたします。 

実施内容は、変更なくアイプラザ半田周辺の清掃、除草ボランティアとなります。 

 

また、当日はケーブルテレビ CAC からボランティア活動の取材が予定されています。 

 

多くの皆さんのご参加をお待ちしています!!  

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 南側広場（地図参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

＜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。 

少なくとも一カ月前までを目安にお願いいたします。 



 

襖張替講習会を開催しました！  
 

１０月 26 日（水）に襖張替講習会をアイプラザ半田内にて開催しました。 

前回は令和元年度でしたので、ようやくコロナ禍後の講習会を開催することができまし 

た。講師に中村商店の中村鏡子さんをお招きし、4 名の方が、各々のスキルアップに 

取り組みしました。参加者の皆様、おつかれさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１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。 

 

 



  

 事務局からインボイス制度に関するお知らせ  

 （必ずご確認ください）  
 

令和５年１０月から国の制度改正によりインボイス制度が開始されます。 

このことにより、当センターに大きな影響が及ぼされるとともに、ごく一部ではありま 

すが会員の皆さんにも影響が及ぶ可能性がありますので、下記の内容をご確認いただき、 

対応が必要な方は事務局までご報告ください。 

 

◎「インボイス制度とは？」 

 正式名称は適格請求書等保存方式と言います。売買における取引の正確な消費税額を 

把握することを目的に導入されます。 

   ※参考：国税庁ＨＰ「インボイス制度の概要」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

invoice_about.htm 

 ◎「制度が開始されるとどうなるか？」 

  現在は、全ての売買において支払った額に含まれる消費税額を売上で得た消費税額か 

ら控除することが可能ですが、制度が開始されるとインボイス発行事業者の登録をし 

ていない事業者への支払いは消費税の控除が認められなくなります。 

 ◎「シルバー人材センターへの影響は？」 

  現在、請負事業で就業する会員の皆さんは個人事業主にあたり、配分金明細やシルバ 

ー通信でお知らせしているとおり、配分金には消費税が含まれています。また、年間 

の課税売上が 1,000 万円以内の事業者は免税事業者となり消費税の納付が免除されて 

います。（派遣事業での就業には影響ありません。） 

しかし、インボイス制度が開始されるとセンターが免税事業者である会員の皆さんに 

支払った配分金に含まれる消費税を控除することが認められなくなるため、その消費 

税をセンターが負担し納税しなければなりません。 

※制度が全面施行されたときの当センターの配分金に係る消費税納付額は 

およそ 1,600 万円になります。 

 ◎「全国的なシルバー人材センターの対応状況は？」 

  数年前から全国シルバー人材センター事業協会を中心に全国のセンターで国に対しシ 

ルバー人材センターのインボイス制度適用除外を求める働きかけを実施してきました 

が適用除外の特例措置は今現在で認められる兆しはなく、制度開始に向け各センタ― 

で対応準備が必要となっています。 

◎「当センターの対応方針は？」 

上部団体からは、①事務費を値上げし発注者に負担してもらう、②会員の配分金から 

消費税額を控除する、③事務費値上げと配分金からの控除のミックスで対応する、の 

３パターンの対応方針が示されており、会員の収入減を避けるべきとの考えから①の 

事務費値上げが推奨されています。 

当センターとしても、会員の収入減は避けるべきと考え、９月開催の理事会にて制度 



開始に合わせて事務費率を１０％から１１．８％に改定し対応することと決定しまし 

た。 

 ※経過措置期間に合わせ令和８年１０月から約１５％、令和１１年１０月から 

約２０％と段階的な改定を予定します。 

 

 

 

 

 

 

    こちらの額をセンターが納付することになるため経過措置期間にあわせて 

    事務費率を改定し、事務費から納付を行います。 

    会員の皆さんが納付することはありません。 

 ◎「会員の皆さんへの影響は？」 

  上記のとおり、事務費率の引き上げで対応しますので、会員の皆さんの配分金への取 

扱に変更はありません。また基本的には、会員個人でインボイス発行事業者への登録 

は必要ありません。 

ただし、配分金収入のほか、不動産の賃貸収入などの収入を合算して 1､000 万円超過 

の事業収入（消費税課税売上高）がある方などは登録する必要があります。 

また、その他の影響として考えられるのは、今回のインボイス制度の導入に伴う事務 

費の値上げにより発注者の負担が増えることから、値上げに対する理解が得られない 

ケースが予想されます。事務局としては、なんとかご理解をいただけるようお願いし 

ますが、値上げが困難な場合は、①就業時間や就業内容の見直しを行う、②やむを得 

ず配分金から消費税額を控除する、③契約を解除せざるを得ない、などの対応が必要 

になります。会員の皆さんの生きがい就業の機会を確保するべく出来る限り努力いた 

しますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

※会員の皆さんの中で都合により個人事業主としてインボイス発行事業者の登録 

をされる方は必ず事務局まで連絡をしてください。この場合、消費税の納付は 

センターではなく、個人事業主が行うことになります。 

申請については国税庁ＨＰ「申請手続」を参照にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

invoice_shinei.htm 

 ◎最後に 

上記の説明については、複雑な制度をできる限りわかりやすくするため簡略してあり 

ます。インボイス制度の詳細については記載の参考ＨＰ等をご確認いただき、対応方 

針については事務局までお問い合わせくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

＜お問い合わせ＞   

電話 0569-22-8736 

担当 大久保    

 



 

 
 

「運転時認知障害早期発見チェックリスト３０」 
 

特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会 
【監修】浦上克哉 

日本認知症予防学会理事長 
特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会理事 

鳥取大学医学部教授 
 

□ 車のキーや免許証などを探し回ることがある。 

□ 今までできていたカーステレオやカーナビの操作ができなくなった。 

□ トリップメーターの戻し方や時計の合わせ方がわからなくなった。 

□ 機器や装置（アクセル、ブレーキ、ウィンカーなど）の名前を思い出せないことがある。 

□ 道路標識の意味が思い出せないことがある。 

□ スーパーなどの駐車場で自分の車を停めた位置が分からなくなることがある。 

□ 何度も行っている場所への道順がすぐに思い出せないことがある。 

□ 運転している途中で行き先を忘れてしまったことがある。 

□ 良く通る道なのに曲がる場所を間違えることがある。 

□ 車で出かけたのに他の交通手段で帰ってきたことがある。 

□ 運転中にバックミラー（ルーム、サイド）をあまり見なくなった。 

□ アクセルとブレーキを間違えることがある。 

□ 曲がる際にウインカーを出し忘れることがある。 

□ 反対車線を走ってしまった（走りそうになった）。 

□ 右折時に対向車の速度と距離の感覚がつかみにくくなった。 

□ 気がつくと自分が先頭を走っていて、後ろに車列が連なっていることがよくある。 

□ 車間距離を一定に保つことが苦手になった。 

□ 高速道路を利用することが怖く（苦手に）なった。 

□ 合流が怖く（苦手に）なった。 

□ 車庫入れで壁やフェンスに車体をこすることが増えた。 

□ 駐車場所のラインや、枠内に合わせて車を停めることが難しくなった。 

□ 日時を間違えて目的地に行くことが多くなった。 

□ 急発進や急ブレーキ、急ハンドルなど、運転が荒くなった（と言われるようになった）。 

□ 交差点での右左折時に歩行者や自転車が急に現れて驚くことが多くなった。 

□ 運転している時にミスをしたり危険な目にあったりすると頭の中が真っ白になる。 

□ 好きだったドライブに行く回数が減った。 

□ 同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。 

□ 以前ほど車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった。 

□ 運転自体に興味がなくなった。 

□ 運転すると妙に疲れるようになった。 

 

３０問のうち ５問以上にチェックが入った方は要注意です。 

初めて５問以上にチェックが入った場合、又は前回のチェックから項目の増加が見られる

場合は、専門医や専門機関を受診しましょう。認知症予防を心がけていただくとともに、

毎年１度は自身でチェックを行いましょう。 

こちらは派遣事業で運転業務を行うときに使わ

されるチェックリストです。あなたは大丈夫？ 

是非、一度やってみてください。 



 会員だより～第 18 回～ 

 

今回は、齋田多惠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。 

 

「コグニ倶楽部」 

 

 コグニ倶楽部とは、国立長寿医療研究センターと半田市で実施する健康増進教育のこと

だそうです。対象は６５歳以上の人で、頭と体を楽しみながら動かし、健康寿命を延ばし

ましょうと計画され、先日説明会があり参加しました。 

 今は人生１００年時代と言われていますが、私は平均寿命の８８歳で終わりたいなと思

っている人です。そして、それまでは楽しく過ごしたい。でも体が悪くても認知症になっ

ての生活はイヤです。 

 脳や筋肉は、年間１％ずつ失われるそうです。加齢とともに脳や筋肉は委縮し、物忘れ

が多くなったり、階段の上り下りがつらくなったり、機能の低下が現れていきます。私は

今すでにそんな症状を実感しているところです。 

 コグニ倶楽部は、まず事前検査をして、運動コースや健康講座（脳トレ）コースに分か

れて約３０ヶ月（約２年半）も続けるのだそうです。 

 私は今８０歳、無事に終了できた時には８３歳？ 

 そのとき元気でいたら、年齢より若々しくなっていれば「やった感」が得られる！ 

1 週間に２回、１回２時間を３０ヶ月！ 

 気の遠くなるような挑戦ですが、人生最後のチャレンジを頑張りたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※はんだ市報 8 月号から一部抜粋。詳しくはお手持ちの市報でご確認ください。 

 



   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 2 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） 

3H/回、午前中 

市野 

５ 医院内清掃 青山 月・水、13：00～15：30 山田 

6 事業所内清掃 吉田町 月、8：30～11：30 山田 

7 剪定班 市内全域 1～2 名 中尾 

８ 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 

9 草刈班 半田班 

乙川亀崎班 

各 1 名 市野 

10 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 

11 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 

12 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 

13 事業所内清掃 川田町 月、9 時～12 時 宮地 

14 店舗でのカート・買物かご・

リサイクル品の整理 

岩滑西町 月 10 日程度 

15：00～18：45（実働 3.5H） 

宮地 

15 放置自転車等の整理 JR 半田駅駐輪場 月 12 回程度、①7 時～9 時 

②14 時～15 時、1 名 

宮地 

16 事業所内清掃 神明町 月、8：30～15：30（実働 6H） 

火、8：30～16：00（実働 6.5H） 

山田 

17 店舗内清掃及び付随業務 

（派遣） 

昭和町 週 1～2 回（曜日応相談） 

8：30～11：30 

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。） 

 

 

◎新入会員の紹介 （11 月１日付） 

木全 芳美さん、保田 健二さん、柳田 恒子さん、田口 洋子さん 

村上 勝代さん、大無田 美理子さん、石川 祐子さん、中村 珠子さん 

近藤 貴勇さん、日比 喜一さん、髙木 浩二さん（順不同） 

みなさん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 


