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シルバー人材センターではボランティア活動を実施 します !!

シルバー人材センターでは、シルバー事業の社会的意義、活動内容等を

広 く地域住民等に理解いただくととももに、高齢者のセンターヘの加入を

働きかけ、そして就業の拡大に向けた取組をおこなうため、毎年 10月 を

「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」 と定め、普及啓発活動

を行っています。

このうち、県内の各ンルバー人材センターでは 10月 の第 3土曜日

(10月 19日 )の「シルバーの日」を中心として会員約 1, 700名が

各種ボランテイア活動の実施を予定しており、普及啓発活動 とあわせて

別紙のとおりお知らせ します。

当会の普及・啓発活動にご理解 くださいますよう、お願いいたします。



＜ボランティア活動＞
実 施 日

(実施時期)

長崎市シルバー人材センター 11月中  浦上川河川敷  河川敷の除草・清掃 約30名 中　路 095-842-9500

佐世保市シルバー人材センター 10月中  市内公共施設  周辺の清掃活動 約100名 大　山 0956-24-4045

島原市シルバー人材センター 11月16日(土) 9：00～11：00  島原城とその周辺
 城内の樹木の剪定、城周辺の清掃
 西望記念像の清掃

約150名 山　下 0957-63-7222

諫早市シルバー人材センター 9月末～10月  市内公共施設等  公共施設等の除草・清掃 約350名 御　所 0957-24-5183

大村市シルバー人材センター 10月18日(金) 8：30～10：30  大村公園・森園公園  園内の清掃・剪定・草刈 約100名 松　本 0957-52-5225

平戸市シルバー人材センター 10月中  市内公共施設等
 小学校･公民館等の剪定・除草・
 清掃

約150名 綿　川 0950-22-3100

松浦市シルバー人材センター 9月～10月  市内公共施設等
 公共施設等８か所の
 除草･草刈･剪定

約140名 鈴　木 0956-72-5500

壱岐市シルバー人材センター 10月16日(水) 9：00～12：00  国分忠魂碑広場  広場の除草・剪定 約80名 山　川 0920-47-5200

10月19日(土) 9：00～12：00  五島市中央公園  公園内ごみ・落ち葉拾い等 約50名

10月中旬  五島市総合福祉保健センター  施設周辺の除草 約20名

 西彼多目的公園  公園内の除草・草刈・剪定 約30名

 大瀬戸尻久砂里海浜公園  公園内の除草・草刈・剪定 約30名

9：00～11:00  西海市社会福祉協議会館  敷地内の除草･草刈･剪定 約40名

雲仙市シルバー人材センター 10月19日(土) 9：30～12：00  橘公園  公園駐車場周辺の清掃 約30名 城　井 0957-37-6777

南島原市シルバー人材センター 10月19日(土) 8：00～12：00  市内公園、海岸、市役所周辺
 公園４か所・海岸２カ所の清掃、
 市役所周辺の除草・草刈・剪定

約200人 吉　田 0957-72-7065

 長与町：町道中央線

 時津町：国道２０６号線

波佐見町シルバー人材センター 10月19日(土) 9：00～12：00  波佐見町総合文化会館  会館周辺の除草・草刈 約40名 吉　松 0956-27-6101

対馬市社会福祉協議会 10月中旬  厳原総合運動公園  公園及び周辺の清掃・ごみ拾い等 約10名 立　花 0920-52-1169

095-887-0800

久　保

辻　野

0959-72-4680

0959-22-908610月18日(金)
10：00～12:00

長与・時津シルバー人材センター 10月19日(土) 9：00～11：00

令和元年10月19日「シルバーの日」関連のボランティア活動、ＰＲ活動

連 絡 先セ ン タ ー 名 実 施 場 所 等 実  施  内  容 参加人員 責 任 者
（事務局長等）

時    間

 町道中央線・国道２０６号線
 沿線の除草･清掃

約200名 田　平

五島市シルバー人材センター

西海市シルバー人材センター



令和元年10月19日「シルバーの日」関連のボランティア活動、ＰＲ活動

＜ＰＲ活動＞
実 施 日

(実施時期)

長崎市シルバー人材センター 10月中  会員の口コミ等による入会勧誘 中　路 095-842-9500

10月12日(土) 10：00～15：00  島瀬公園
 チャリティーバザー、事業のＰＲ
 就業・求人相談受付

約50名

10月26日(土) 13：00～16：00  コミュニティーセンター
 会員交流会(会員演芸発表会)
 【一般市民無料招待】

約500名

島原市シルバー人材センター
11月23日(土)
～24日(日)

 いずれも10:00～ 島原復興アリーナ
 産業まつりに女性部会をメインに
 フリーマーケット出店

約20名 山　下 0957-63-7222

大村市シルバー人材センター 10月6日(日) 10：00～12：00  シーハット大村

 健康福祉まつりへの参加
　・活動の普及啓発活動
　・互助会を中心とした
    チャリティーバザー出店

約30名 松　本 0957-52-5225

平戸市シルバー人材センター 10月20日(日) 9:30～15:30  平戸文化センター
 市福祉健康祭りに参加
　リーフレットの配布等

綿　川 0950-22-3100

松浦市シルバー人材センター 9月～11月 　市内全域
 公共機関・企業等への訪問
 広報車による宣伝（11月）
 全会員による普及啓発等

鈴　木 0956-72-5500

五島市シルバー人材センター
10月26日(土)
～27日(日)

9：00～15：00  シルバーリサイクル事業部  リサイクル品の展示即売会 約300名 久　保 0959-72-4680

雲仙市シルバー人材センター 12月1日（日） 9：00～15：00  JA全農ながさき県南家畜市場  産業まつりへの出店 城　井 0957-37-6777

南島原市シルバー人材センター 10月中
 シルバー人材センター旗の配布
 会員募集チラシの配布と会員による
 入会勧誘活動

吉　田 0957-72-7065

波佐見町シルバー人材センター 10月27日(日) 10：00～16：00 波佐見町総合文化会館  町民文化祭で街頭キャンペーン 約50名 吉　松 0956-27-6101

長崎県シルバー人材センター
連合会

11月1日（金） 13：00～15：30
長崎ブリックホール
国際会議場

「九州・山口70歳現役社会推進大会
 長崎県大会」へのブース出展

岩　本 095-833-2310

　

セ ン タ ー 名 時    間 実 施 場 所 等 実  施  内  容 参加人員 責 任 者
（事務局長等）

連 絡 先

0956-24-4045佐世保市シルバー人材センター 大　山




