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清掃・除草ボランティア活動を実施！ 

参加者の皆様ありがとうございました！       
 

1１月１9 日（土）に実に 2 年半振りとなるボランティア活動として、アイプラザ半田の

清掃・除草を実施しました。久々の開催ながら３９名の皆さんにご参加いただき、当日は

ケーブルテレビ CAC の取材を受けるなどもあり、充実したボランティア活動となりまし

た。次年度も５月と１１月に活動予定となりますので、実施の際には是非ご参加をよろし

くお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

社会奉仕活動へのご協力もよろしくお願いします！ 



 

安全適正就業ニュース（重要） 

 

◎就業途上中の事故防止キャンペーンの実施について 

１２月から１月の期間は、県内シルバー人材センターでの就業途上中の事故防止キャンペ

ーンになります。常日頃から意識していただいているとは思いますが、この時期は日没時

刻も早いことや降雪の影響で交通事故が増加します。愛知県の交通安全県民運動の時期と

も重なりますので、改めて自転車、自動車はもちろん徒歩の場合でも、安全対策の確認を

よろしくお願いします。 

 

個々で指差し確認や会員同士での声の掛け合いを行い、事故０を心がけましょう！ 

 

大変残念ですが、先月号発行後にも賠償責任事故が発生しています。センター一丸となっ

て事故０への取り組む意識をよろしくお願いします。 

 

下の表は令和３年度の賠償責任事故での損額賠償額の全国上位５件です。 

他人事と思わず、事故のない就業に努めましょう。 

 

 事故の状況 事故の発生原因 損害対象 損害賠償額 

１ 

刈払機を使用していた

ところ、小石を飛散さ

せ、ピオーネの房を傷つ

けた。 

作業場所の周囲の状況

の確認不足及び防止ネ

ットの未使用 

ぶどうの房 

約３反 
5,316,438円 

２ 

公園内で刈払機を使用

し、作業をしていたとこ

ろ、児童に接触し、左手

親指を切った。 

児童が遊んでいる公園

内で刈払い機を使用

し、草刈り作業を行っ

たため。 

左手親指 

4,892,928円 

３ 

陸上競技場のトラック 

で練習していた学生に

気付かず、歩いて横切ろ

うとしたため衝突した。 

周囲の確認不足 後遺症障害に

対する慰謝料

和解交渉のた

めの弁護士費

用 

4,423,715円 

４ 

草刈機にて除草中、小石

を飛ばして自動車に傷

を付けた。 

作業場所の状況の確認

不足によるもの。 

自動車 

3,391,933円 

５ 

粗大ごみ出しの作業中、

不用品を運ぶ際に引き

ずってしまったため床

等を傷つけてしまった。 

作業場所の周囲の状況

の確認不足 

2 階床、階段の

段差 2 か所、

壁、1 階の玄関 
2,913,350円 

 



 

第７回フォトコンテストを開催します‼       
 

今年も会員交流事業フォトコンテストを開催します！  

すでにフォトコンテストの応募に向け撮影を行っている方も 

コンテストをきっかけに撮影に興味を持たれた方も 

応募期間は令和５年 1 月 2７日（金）までですので 

多くの方からの応募をお待ちしています。 

 

詳細については、今月の配布物に案内が 

ありますのでそちらをご覧のうえ、 

どしどしご応募ください！ 

 

令和４年３月号でお知らせしたとおり 

今年のテーマは「ペット・動物」となります。生き物という認識で OK なので 

ご応募よろしくお願いします。 

（イメージ画像） 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン教室を開催します‼ 

 

今年度からの新たな試みとして、スマートフォン教室を開催することになりました。 

スマホの普及が進む昨今、ご興味のある方は是非お申し込みください。 

 

開催日時：令和５年２月２０日（月）１４時～１６時（会場：アイプラザ半田） 

参加対象：スマホを持っていない方または、購入して間もない方 

講習内容：電源の入れ方、ボタン操作等（講師：ソフトバンク株式会社認定講師） 

受講料 ：無料 ※スマホは当日デモ機が人数分用意されます。 

募集定員：２０名まで（応募多数の場合は抽選となります。） 

申込締切：令和５年１月２７日（金）１７：１５まで 

     ※抽選となった場合は、２月３日（金）頃までを目途に結果文書発送予定 

 

詳細については、今月の配布物に案内がありますので、 

そちらをよくご確認のうえ、事務局までお申し込みください。 

 

 



 

愛知県「自転車交通安全フェスティバル」に参加しました！ 

 

10 月号でお知らせしました愛知県から自転車での「ヘルメット着用促進モデルセンター」 

に認定された活動の一環として、11 月 5 日（土）にイオンモール常滑で開催された「自

転車交通安全フェスティバル」に当センターから宮原一明会長と会員の堀田捨男さんが参

加しました。 

当日は、半田市、大府市、東浦町、武豊町、常滑市、知多市、阿久比町、愛知県のマスコ

ットキャラクターが集まるなどし、クイズ大会やマジックショーなども行われ、ヘルメッ

ト着用促進に向けた活動が行われました。 

参加いただいた宮原会長、堀田さんは、大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年末年始に向けた健康管理をお願いします。＞ 

信頼できる情報源を確認し、自らを守り感染を広げない対策をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚労省 HP より抜粋 



退任者あいさつ     宮地 廣二 

この度、1月 31日をもちまして、実に短い間でした

が、退職させていただくことになりました。職員の

皆様を始め、会員の皆様には大変お世話になり、あ

りがとうございました。今後は地元（武豊町冨貴）

において地域貢献に 

励みたいと考えています。 

皆様のご健勝とご多幸、 

ご活躍を祈念しております。 

新任者あいさつ     松本 和房 

 

このたび、11月 16日付で半田市シルバー人材セ

ンターの職員となりました松本和房です。 

これからは皆様方にいろいろと 

ご指導いただきながら一つ一つ 

着実に仕事を覚え前任者からの 

引継ぎをしてまいりますので 

よろしくお願いします。 

シルバー農園事業活動報告 
 

シルバー農園メンバーと事務局で１１月５日にサツマイモ収穫、１１月１９日にたまねぎ

植え付けを実施しました。 

今年度は、会員向けのあっせん販売に加え、一部の事業所に販売するなど活動の場を広げ

ています。 

活動にご興味のある方は、事務局までご連絡ください。 

 

○１１月５日 サツマイモ収穫 

 

○１１月１９日 たまねぎ植え付け 

 

 人事異動のお知らせ 

事務局職員の人事異動のお知らせです。４月よりご尽力いただいている宮地廣二さんが 

１月末にて退職され、その後任として１１月中旬から松本和房さんが入職されました。 

会員の皆様においては、これまでと変わらぬご協力をいただきますようよろしくお願いし

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。 

 



 

年末年始については 

１２月２５日（日）から 

１月５日（木）まで 

休業となります。 

１２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。 

 

 

 

 

＜事務局の年末年始の営業予定のお知らせ＞ 

１２月２９日（木）から１月３日（火）の 

期間は事務局は休業します。 

※就業報告の提出等は計画的に       

行っていただくよう宜しくお願いします。 

【就業報告書は１月５日(木)までの提出にご協力下さい。】 

 

 

 

 

 

 

 

◎新入会員の紹介 （12 月１日付） 

鈴木 典子さん、小栗 長男さん、江原 康博さん、福原 洋子さん 

福森 弘之さん、岡田 るり子さん、置田 孝康さん（順不同） 

みなさん、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 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 医院内清掃 青山 月・水、13：00～15：30 山田 

５ 事業所内清掃 吉田町 月、8：30～11：30 山田 

6 剪定班 市内全域 1～2 名 中尾 

7 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 

松本 

８ 草刈班 半田班 

乙川亀崎班 

各 1 名 市野 

9 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 

10 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 

11 事業所内清掃 川田町 月、9 時～12 時 宮地 

松本 

12 放置自転車等の整理 名鉄成岩駅駐輪場 月 10 回程度、7 時～9 時、1 名 宮地 

松本 

13 事業所内清掃 神明町 月、8：30～15：30（実働 6H） 山田 

14 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 

15 施設受付 十一号地 昼・8：45～17：15（8.5H） 

夜・16：45～21：15（4.5H） 

昼 3 日/月、夜 6～7 日/月 

市野 

16 店舗でのカート・買物かご回

収・整理 

乙川吉野町 月 10 日程度、12 時～19 時・

10 時～17 時（実働 6H）、3 名 

中尾 

17 レンタカー・建機の洗車、備

品片付、清掃（派遣） 

瑞穂町 火・木、9 時～16 時 加藤 

18 障がい者施設での配膳、清掃

（派遣） 

池田町 月・金、14：30～18：30 加藤 

19 障がい者施設での調理、清掃

（派遣） 

池田町 日、15：30～18：00 加藤 

20 マンション屋外清掃 岩滑東町 火・金、9 時～12 時 宮地 

松本 

21 事業所内清掃 浜田町 火・木、8：30～10：30 中尾 

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。） 

 


