そんなにも

安全就業標語

急ぐ気持は

会報配付期間のお知らせ

令和３年度 第11回定例理事会（2月25日）
〈案件〉
１．新入会員の承認について
２．令和４年度事業計画案及び予算案について
３．役員賠償責任保険の加入について
〈報告〉
１．令和４年１月分受託事業実績報告
２．危機管理会議報告
３．インボイス検討会議報告
４．第３次中期計画策定について
５．駐輪場実地検査結果及び回答について
６．これからシルバー応援ＦＥＳＴＡ参加報告
７．池袋西口商人まつりへの参加について
８．委員会実施報告
９．就業トラブル報告

６月６日(月) 〜６月12日(日)

★地域班活動の一環として各地域の協力会員が
直接訪問し、配付しています。ご協力よろしく
お願いいたします。

配分金の支払日について
４月１５日（金）
４月就業分 ････ ５月１８日（水）
３月就業分 ････

※配分金明細書の到着は配分金支払い日より後
になる場合があります。ご了承ください。
※4月分の配分金は、連休の関係で通常より遅
くなります。ご了承ください。

令和３年度 第12回定例理事会（3月25日）
〈案件〉
１．新入会員の承認について
２．規程等の改正について
３．令和４年度役員報酬について
〈報告〉
１．令和４年２月分受託事業実績報告
２．危機管理会議報告
３．インボイス検討会議報告
４．第３次中期計画策定について
５．ホームページのリニューアルについて
６．令和３年度植木班昇格の選考結果について
７．令和４年度スケジュールについて
８．令和４年度事務局体制について
９．委員会実施報告
10．就業トラブル報告
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局長として、センターの発展
のために頑張りますので、宜し
くお願い致します。

【退任】
事務局長

陣野原

伸幸

４年間大変お世話になりました。今後の皆
さまのご活躍を心よりお祈りしています。

業務推進員

山田

剛史

５年間お世話になりました。また、お会い
できることを楽しみにしております。

編集後記

会員数：1,583名
男：994名／女：589名
（2022年4月1日現在）

地域班活動に参加してみませんか？
１班

４班

3月

お花見

柴又散策

11月

11月

５班 学習院大学落語研究会

綴 じ て く だ さ い

令和３年度 第３回臨時理事会（3月18日）
〈案件〉
１．第12回定時総会の開催について
２．令和４年度事業計画案及び予算案について
３．２月期新入会員の承認における誤りについて
〈報告〉
１．ゆうちょ銀行の手数料について

事務局人事異動
栗原

4

2022

理事会報告

次回の会報配付期間

【新任】
事務局長

令和4年4月
（第477号） 編集発行：豊島区シルバー人材センター広報委員会

赤信号

７班

ボッチャ体験

7・8班 歌舞伎鑑賞会

11月

6月

第12回定時総会のお知らせ

今、行きたい伊良部島（いらぶじま）

★会報に掲載している写真は、撮影時のみマスクを外していただいています。
安全就業標語

やめようね

ながら運転

事故のもと

日
場

時 令和４年６月16日(木） 午前 9 時30分受付開始
午前10時00分開会

Hareza池袋
明

所 としま区民センター８階多目的ホール
（豊島区東池袋1-20-10）

ご案内 ◆改めて５月下旬に議案書・出欠連絡用紙など定時総会に

治

通
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WACCA池袋 中池袋公園

ヤマダ電機

としま区民センター

（日本総本店）

サ ンシャイ ン 通 り

池袋駅

東口

関わる資料を郵送いたします。

＊令和４年度事業計画及び予算（概要版）を同封いたします。
詳細はHPに掲載しております。
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豊島区シルバー人材センター

サン
グ
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ー

ン
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通
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シャ
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通り

首速高都５線号

面積：29.06㎢ 所属列島：宮古列島 最高峰：牧山 最高標高：89.0ｍ
伊良部島は、宮古列島の島のひとつです。全島が沖縄県宮古島市に属します。
2005年に市町村合併により宮古島市の一部になるまでは、西側に隣接する下地島とともに宮古郡伊
良部町を形成し、その中心にありました。
コロナが落ち着いたらレッツゴー！するつもりでしたが、残念ながら今回も断念しました。
少しだけご紹介すると･･･
日本一の長い橋「伊良部大島」は全長3540ｍあり、どこまでも続く海上をドライブするとまるで海
の上を走っているかのような疾走感を味わえます。ウミガメにも会えそうな？
日本渚百選にも選ばれた「佐和田の浜」
。夕日の綺麗なスポットとして大人気。
エメラルドグリーンの海、おいしい空気、その澄みきった青い空の下でちょっと一杯!!!そんな日がい
つ来るんだろうと思っています。一日も早いコロナの終息を願ってやみません。
（小西 和子）

り

〒170-0013 豊島区東池袋2-55-6 m a i l：toshimaku@sjc.ne.j p
TEL：03-3982-9533
H P： 豊島区シルバー 検索
FAX：03-3982-9532

サブスローガン

シルバーで

ワーク・ライフを

活き活きと

サブスローガン

地域班活動ってなあに？

ごみゼロデー参加者募集

豊島区を８つの班に分割し、各地域に居住する会員同士で親睦などを
深めていただくための組織です。
地域班は、協力班員の登録をしていただいた会員の方を中心に、地域
班会議やイベント開催を企画・実施しています。

地域班
とは？

西巣鴨・北大塚

上池袋・池袋本町
千川・高松・千早・要町

３班

７班
８班

６班

駒込・巣鴨

２班 １班

４班

５班

長崎・南長崎
池袋・西池袋・目白３〜５丁目

東池袋・南大塚

南池袋・雑司が谷・高田・目白１〜２丁目

シルバー人材センター会員の皆さまお元気ですか。私たち地域班第２
班では、１月２８日（金）トキワ荘マンガミュージアム見学会を予定していま
したが、コロナウイルス感染拡大により延期になりました。感染も減少傾向にあり、
４月以降各地域班では演劇鑑賞、落語鑑賞、トキワ荘・美術館見学、ボッチャ・吹
き矢体験、帝釈天の散策などいろいろ計画されてますので多数のご参加をお願いし
ます。また、近所に６０歳以上で元気で働ける方がいらっしゃいましたら、シルバー
人材センターにお誘いください。一緒に楽しく働き、元気に過ごしましょう。
地域班第４班で行っている清掃ボランティアは、今年で活動５年目に入

豊 島 区 で は、毎 年5月30日 の 前 後 に、豊
島がいちばんきれいになる日
『ごみゼロデー』
として、区内の町会・商店会・学校・企業な
どに対し、区内全域での一斉清掃活動への参
加・協力を呼び掛けています。当センターで
も、池袋駅周辺や大塚駅周辺で
清掃ボランティアを実施する予
定です。ご希望の方は、事務局
までお問い合わせてください。
日

時 5月30日（月）午前8時30分〜（予定）

場

所 池袋駅・大塚駅周辺、事務局周辺

シルバーで

働きながら

池袋西口商人まつりに初参加
3月20日（日）
、21日（月・祝）の 両 日、
池袋西口公園（グローバルリング）にて開催
されました「池袋西口商人まつり」に参加し
ました。
ステージでは、
「ミュージックライブ」
や「ダンスライブ」が披露され、多くの方が
楽しんでいました。センターのブースでは、
手芸サークルを中心とした手づくり作品の
販売と会員募集を行いました。
次回は、4月29日（金・祝）30日（土）に「池
袋東口商人まつり」に参加予定です。作品販
売、ボランティア希望の方は事務局までお問
い合わせください。

（詳細は申込者にご案内いたします。
）
申 込 事務局まで（締切5月20日(金)まで）

ハウスクリーニング講習会
3月10日（木）午後2時から、帝京平成大
学内集会室で『ハウスクリーニング講習会』
を実施し、主に家事援助に従事する会員を中
心に23名が参加しました。
講師は、東京しごと財団や東京都立の職業
開発センター等で講師を務められている、松
尾様に、家庭内での清掃方法や洗剤・用具に
関する知識向上のための講義を実施していた
だきました。参加者からは、就業のみならず
家庭内での知識としても大いに役立ったと、
好評をいただきました。

りました。年間累計参加者も年々増え昨年度は１４０名を超え、地道な活動を積み
重ねることによって得られる『会員同志の仲間づくり・連帯感・生き甲斐』を大切に行
動している結果と思っております。
その行動が今年の２月に、豊島区高齢者福祉課より『高齢者元気あとおし事業』の活

マイナビミドルシニアに掲載されました
求人サイト「マイナビ」のマイナビシニア
マガジンに【シニア世代からの活躍の場。
「豊
島区シルバー人材センター」の特色や魅力、
利用するメリット
と は？】を 掲 載 し
ま し た。特 色 の あ
る業務として、
「シ
ル バ ー ス タ ー ズ」
と「キッズパーク」
を紹介いています。
是 非、皆 様 も 閲 覧
し、お 友 達 に も ご
紹介ください。

動先として第４班の清掃ボランティア活動が認められました。（これは６０歳以上の健康な
会員が一定の活動を通して、社会参加・地域貢献活動をすることを区が支援し「あと
おし」する事業です）是非月１回１時間程度の清掃活動に興味がある方は奮ってご
参加いただきますよう、ご連絡（事務局まで）お待ちしております。

今年度も各班で、皆さまが
楽しめるイベントを企画していきます。
1人でも多くの方にご参加していただき、
地域での親睦を深めたり、情報交換の場と
して活用したりしていただければと思います。
まだ参加したことない方は、是非一度
地域班活動に参加してみましょう！

サブスローガン

仕事して

元気もらえて

仲間増え

協力班員になりませんか？
協力班員は、班長や副班長と企画の検
討や当日のお手伝い、会報配付などに協
力をいただいております。
詳細を聞きたい方は、事務局までお問
い合わせください。積極的なご参加をお
待ちしております。

100 目指す

ミドルシニアマガジン

地域班活動報告
2月25日（金）午前10時から東部区民事務所にて、地域班第4班の
班活動が開催され、18名が参加しました。前半は、社会福祉協議会
の岡田様、天羽様にお越しいただき、終活についてお話を聞くことが
できました。
後半は、豊島区高齢者福祉課の三枝様にお越し
いただき、高齢者がボランティア活動を通して社
会参加・地域貢献することを支援する「豊島区高
齢者元気あとおし事業」について説明を聞き、毎
月行っている大塚駅周辺の清掃ボランティアが認
定されました。
サブスローガン

街づくり

きれいにします

シルバーで

安全就業標語

思いやる

ゆずる心で

防ぐ事故

安全就業標語

血管年齢測定会を開催しました

―まちなみスポット―

公園入口斜め前に地域の鎮守として建てられた
高松柳稲荷神社があることから稲荷公園と呼ばれ

●
高松小

ているようです。

でしたが、大変好評でした。

公園内には鉄棒、ブランコ、滑り台、そして砂場と、
子どもの遊具が揃っています。

自転車講習会の開催について

小さな公園ですが、大きなケヤキの木を中心にカイズ

令和3年度には、年間で5件の自転車事故が発生し、うち2件は1か月以上の長期入院を伴う重
大事故となりました。自転車事故防止を喫緊の課題と捉え、今年度は自転車事故ゼロを目指すた
めにも自転車講習会（自転車の乗り方や交通安全等）を開催致します。
就業途上など、自転車を使用する機会が多い皆さまの
時 4月25日（月）午後2時〜

場

所 帝京平成大学内集会室

◀過去の様子

シルバー総合保険制度について
令和４年度のシルバー総合保険制度につきましては、賠償責任保険のプランに変更がありまし
た。詳細は、同封の案内をご確認ください。
なお、毎年ご案内しておりますが、経路途上における自転車賠償事故は補償対象外となります。
そのため、ご自身で自転車損害保険等への加入を推奨しております。以下のチェックシートを参
考に、各自の加入状況を確認してください。ご質問などがありましたら、担当（花見・上野）ま
でお気軽にお問い合わせください。

自転車損害保険等の加入状況をＣＨＥＣＫ！

はい

わからない

いいえ

自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合など、相手の生命又は身体の損害を補償できる
保険（自転車損害保険等）に加入していますか。※点検整備した自転車に貼られる「TS マーク」も該当します。

自動車保険、傷害保険、火災保険のいずれかに加入していますか。

共済、各種団体保険（職場で加入する保険や学校の PTA 保険等）のいずれかに加入していますか。

自転車損害保険等に相当する補償が基本補償又は特約としてついていますか。
※特約の名称は、日常生活賠償特約など、保険会社によって異なります。
保険証券をご用意のうえ、
ご加入の保険会社にご確認ください。

自転車保険への加入が必要です。

※補 償内容（賠 償 責任補 償 額や示談 交渉の有無等）が十 分であるか、補 償 期 限 が 有効であるかをご確 認ください。

ゆずって走る

思いやり

●
高松二丁目児童遊園

カイブキ、サクラ、キンモクセイ、など12種類ほどの樹
●
千川中

木があり、高松二丁目町会（花咲き会）の皆さまが季節の草花を植えて手入れ
をしています。わかりにくい所ですが是非一見‼

会員投稿募集中！

参加をお待ちしております。

事故防ぐ

Vol.10

ばれている小さな公園があります。

ただきました。
測定結果に応じたアドバイスもあり、初めての試み

日

身を守る

高松二丁目住宅街の中に通称［稲荷公園］とよ

部制で開催し、各回で高齢者の気になる「相続」
「医療」
「保険」に関するセミナーも行い62名の方にご参加い

安全就業標語

再確認が

高松二丁目児童遊園（高松2−33）

3月17日（木）にオリックス生命保険株式会社のご
協力のもと、血管年齢測定イベントを開催しました。3

すでに自転車保険に加入しています。

念をおす

（広報委員：佐々木

会員投稿

会員投稿

リンシルテニス同好会

会員の皆さま、
自分自身のことを
発信してみませんか？
・趣味
・好きなもの・こと
・ペット自慢
・おすすめの食べ物やレシピ
・今まで取り組んでいたこと
・これからチャレンジしたいこと
・コロナ禍での過ごし方 などなど

就業現場紹介

俊一）

リンシルとは、駐輪場の リン 、シルバーの シル から名付けました。
このテニス同好会のメンバーは、8名のうち6名が駐輪場就業会員、2名は友人
です。豊島区総合運動場のテニスコートを、主に毎週木曜日午後３時〜５時まで
利用しています。
テニスのレベルは超？初心者です（笑）ボールに追いつけなかっ
たり、空振りしたり、それでも好プレーが出た時には、皆んなで褒
め合って爽やかな汗をかいています。
総合運動場のテニスコートは4面あり隣のコートでは初心者教室、
体育室には卓球場もあります。公共施設を利用し気持ち良い汗をか
くのはいかがでしょうか。
今はコロナ禍でなかなか行けませんが、汗をかいた後の皆で飲む
一杯のビールは最高です。
（生島 英夫）
※写真撮影時のみ、マスクを外しています。
僕にとって絵を描く、絵を見る、あッこれは
良い絵になるかもという感覚が好きなゆえに長
い時間の中で生き続けている様な気がします。
光りと影が作る美の美しさ、強さであり淡い色
彩に移り変わる一瞬もある。
ここに一点選んだ絵は、多分４０歳前後の時
で、色紙版にポスカラと筆墨の濃淡で描いたも
の。描いたのは「あッと思った人物の表情だっ
たから」夢中で描いていたように思う。描き終
えた時に思ったことが・・・生涯この絵より上
は描けないと思った事だ。後も何点も描いては
いるが・・・好きな、また、大切な代表作です！
（田辺 勇夫）

会員投稿

書道展作品⬆

初めまして、会員の端に加えて戴いております大島昭治、号を龍仙と申します。今回
趣味の話と云う事で書道のことを書いてみます。七十才の時、散歩の途中で書道教室の
看板を見て、下手な字も人並に書ける様になるかと入門し
ました。始めは１日６時間から８時間練習しました。１年
半位で見れる字になり、３年で展覧会に出せる様になり、
１０年で師範になれました。今は毎日書道展の会友です。
一生懸命に練習すると楽しいものです。今回は『秋』を書
いてみました。書道に興味のある方、一緒に勉強しません
か。頑張ってやると結構楽しいものですよ。 （大島 昭治）
『秋』作品⬆

どんなことでも構いません！匿名での掲載も可能です！
会報を読んでいる皆さまに、ご自身の経験を共有してみませんか？
気になる方は是非お気軽に担当までお問い合わせください。
お待ちしております！（担当：吉田）

― 池袋第一小学校 ―

今回は、池袋第一小学校で児童通学案内のお仕事をしている18名を
代表して、会員の泉繁夫さん、柿澤忠さん、粟野雪雄さん、立田義男さん、
井澤豊さん、林明夫さん、田幡義雄さん、石井利彦さんを取材しました。
こちらでは、小学校近辺の通学路に立ち、登下校時の児童の安全を
見守るお仕事をされています。現場の通学路は、池袋第一小学校の他
に池袋本町小学校の児童も利用するため、児童の数が多いとのこと。
大変な時もあるけれど、児童から元気をもらえるから頑張れるとお話し
してくださいました。
就業場所
手紙をくれたり、卒業してからも会いに来
てくれたりする児童もいて、それもやりがい
仕事内容
に繋がっているそうです。
就 業 日
これからも児童が安心して登下校できるよ
就業人数
うに、引き続き見守りをお願いいたします！

安全就業標語

急がない

池袋第一小学校近辺
（11か所）
児童通学案内業務
児童登校日
18人

ゆずる優しさ

生むゆとり

