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新年あけましておめでとうございます 

 

 

 

 

 

本年もよろしくお願いいたします 
 

第７回フォトコンテスト作品を募集中！ 

ご応募よろしくお願いします！ 

【締切は１月 27 日（金）事務所到着分まで】 

今年のテーマは「動物やペット」などの生き物が 

写っていればどのような写真でも OK です！ 

サイズは ２L 判 のものをご応募ください。 

 

応募方法：①写真かデータを事務所に持参 

②事務所へ郵送（〒475-0817 半田市東洋町 1-8） 

③データを E-mail 送信（handa@sjc.ne.jp）でも OK！ 

       ※1 人 3 作品まで（重賞はなし）、タイトルと撮影場所も通知すること 

       ※人物、商品、商業施設内等が写り込む物は許可を得て応募すること 

       ※他のコンテスト入賞作品は不可 

 

入賞結果は「はんだシルバー通信」３月号にて発表 （入賞者には郵送で通知） 

  ※詳細は、先月配布のチラシをご確認ください。           

担当：加藤  TEL：22-8736 



 ゴールド会員への登録希望の方はご連絡ください  

令和５年度からゴールド会員への登録を希望する方は 

事務局まで連絡をお願いいたします。 

令和３年度から始まった「事情により就業はしないけれど講習会や会員交流事業などに参

加したい方」のための制度です。 

 

年齢・体力的な理由や家庭の事情などにより就業はできないけれど、センターの会員とし

て会員交流事業やサークル活動などに参加し、健康の維持や生きがいの充実や仲間づくり

をしたいという思いがある方が、気軽にセンターに留まっていただけるようになっていま

す。 

 

ゴールド会員になれる方は「①就業していない、②５年度以上在籍している方もしくは８

０歳以上の方、③ゴールド会員への登録を希望する」の全ての条件に該当する方です。 

ゴールド会員となられた方の会費は年額９００円となります。 

 

事前準備が必要なため、ゴールド会員への登録を希望する方は１月３１日（火）までに事

務局（担当：大久保）まで連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。 

※詳細は、今月の配布物にあるチラシをご確認ください。 

 ※既に登録済の方は、連絡の必要はありません。 

 

スマートフォン教室の参加者募集中です‼ 

 

先月号からお知らせしていますスマートフォン教室ですが、まだ参加者枠に余裕があり

ます。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、先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。 

 

 

 



「シルバーボウリング倶楽部」新規メンバー募集！ 

  

令和２年に発足しました「シルバーボウリング俱楽部」の新規メンバーを募集します。 

発足後すぐにコロナ禍となってしまい思うような活動が出来ませんでしたが、 

徐々に活動できるようになってきました。 

 

当センターの会員交流事業の中で人気が高いボウリング大会ですが、 

「都合が合わず参加できなかった。」、 

「もっと気軽に参加できたらな。」といった声を聞きます。 

また、「ボウリングを通じて会員同士での仲間を増やしたい。」、 

「上手い人に教えてもらいたい。」など思われている方もいるのではないでしょうか？ 

 

シルバーボウリング俱楽部では、現在、定例の活動を月１回行っていますが、 

メンバーがクラブ活動をしやすいよう新規メンバーも含めた形で 

新たな活動内容の見直しを行う予定です。 

 

ボウリング倶楽部に参加してみたいという方は 

事務局（担当：大久保）までご連絡ください。 

２月末まで参加希望を受けつけ、その後にメンバーで 

集まる日程調整をしたいと思います。 

 

 

会員だより掲載希望記事募集！ 

 

会員同士の交流を深めることを目的として掲載希望記事を募集しています。 

・会員の皆さんに伝えたい、見てもらいたい。 

 ※就業中にあったことや、元気が出る話題など 

・集まって○○してみませんか？ 

・こんな企画をするので誰か参加しませんか？・・・など 

「自主・自立・共働・共助」の理念のもと、有志で何かやってみたい方は 

短い文章でもＯＫですので、事務局までご相談ください。 

 

＜会員のみなさんへお知らせ①＞ 

○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 



 

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 

先月号でもお知らせしましたが、１月末までの期間は、県内シルバー人材センターで就業

途上中の事故防止キャンペーンを実施しています。 

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

雪の影響等で交通事故が増加します。 

また、北風も強く吹き、自転車やミニバイクは風にあおられやすく、転倒の危険が潜んで

いますので十分注意して下さい。自動車の運転も、被害者だけでなく加害者となり得るこ

ともあることを忘れずに安全運転を心掛けてください。 

仕事上また日常生活を問わず、事故防止にご協力を頂きますようお願いいたします。 

 

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。 

 

◎自転車損害賠償責任保険等の加入を推奨します 

愛知県では令和３年３月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、 

同年１０月からは、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務、自転車損害賠償責任保険

等の加入が義務となっています。自転車での事故は、就業途上でもシルバー保険の対象と

はなりませんので、自転車を普段利用している方は、「知らなかった」ということがないよ

うよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

＜愛知県：自転車の安全利用に関する啓発ちらし＞から抜粋 



１月の喫茶｢楽｣営業日のお知らせ 

               

 喫茶｢楽｣ではともに 

働くスタッフを募集しています！ 

 

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②＞ 

今月の配布物で、「配分金等の確定申告について」のお知らせと令和 4 年中に配分金を受け取られ

た方には配分金支払証明を配布しています。（派遣事業で就業された方については、先月に源泉徴

収票が該当者に配布済です。） 

内容をよくご確認いただき、必要な方は確定申告の準備をしてください。 

 

なお、事務局では確定申告に関する質問にはお答えできませんので 

半田税務所、または市役所税務課に問合せをお願いします。 

 

申告受付日時や会場については 

「はんだ市報 令和 5 年新年号」に 

詳しい内容が掲載されていますので 

そちらをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

◎新入会員の紹介 （1 月１日付） 

滝脇 薫さん、堂薗 和義さん、石川 利生さん、山本 由美子さん 

小松 登亀弘さん（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 草刈班 半田班 

乙川亀崎班 

各 1 名 市野 

３ 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 

４ 剪定班 市内全域 1～2 名 中尾 

５ 事業所内清掃 浜田町 火・木、8：30～10：30 中尾 

6 事業所内清掃 八軒町 火・金、9：00～13：50（実働

4H） 

中尾 

7 除草班 半田班、成岩班 

乙川亀崎班 

各 2 名 山田 

８ 医院内清掃 青山 月・水（曜日応相談） 

13：00～15：30 

山田 

9 事業所内清掃 吉田町 月、8：30～11：30 山田 

10 事業所内清掃 神明町 木、8：30～15：30（実働 6H） 山田 

11 歯科医院での衛生器具の清

掃（昼） 

宮路町 月・火・水・金・土 

11 時～14 時、3 名 

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 松本 

13 放置自転車等の整理 JR 亀崎駅駐輪場 月 10 回程度、7 時～9 時、 

15 時～16 時、1 名 

松本 

14 マンション屋外清掃、除草 星崎町 月 1 回（15 日前後）、3H 松本 

15 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 

16 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 

17 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 

18 障がい者施設での調理、清

掃（派遣） 

池田町 日、15：30～18：00 加藤 

19 障がい者施設での夕食作

り、片付け、清掃 

岩滑中町 月・土、16 時～19 時 加藤 

20 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 

21 プラスチック製品加工補助

等の屋内軽作業（派遣） 

古浜町 週 2 回程度、9 時～17 時（実働

6.5H）、2 名 

加藤 

22 店舗内清掃（派遣） 山代町 土、8 時～10 時 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。） 

 


