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会員数：1,537名
男：976名／女：561名
（2017年12月1日現在）

ふくし健康まつり、大塚商人まつりは台風接近の中、無事に終了しました

◆ふくし健康まつり10月29日(日)開催

ご協力いただいた
会員の皆様
ありがとうございました！

ＰＲ活動（IKE・Biz）

ふくし健康まつりは、台風22号が迫る荒天の
IKE・Biz会場の様子
中、10月29日（日）に予定通り開催されました。
当センターは池袋西口公園に出店し、フラン
降りしきる寒雨に負けず声を張
クフルトや会員作品の販売を行いました。
る会員。
「フランクフルトいかが
ですか〜？」
ステージイベント中止の影響で人出はまばら
でしたが、ご来店いただいたお客様とは楽しい交流が出来ました。また、別会
場のIKE・Ｂiz（としま産業振興プラザ）では、入会募集のウェットティッシュ・
高野豊島区長の来訪
ポケットティッシュ・チラシ約2,000部を会員が配布し、ＰＲ活動を行いました。

◆大塚商人まつり10月28日(土)・29日(日)開催

大塚商人まつりは、10月28日(土)・29日(日)の2日間に
わたって開催されました。天気に恵まれた28日(土)はフラ
ンクフルトもよく売れ、地の利を活かしたＪR大塚駅付近
でのＰＲ活動も好評で、多くの方にセンターの活動を知っ
ていただくよい機会になりました。

公益社団法人

豊島区シルバー人材センター

〒170-0013 豊島区東池袋2-55-6 m a il：t o s h i m a k u @ s j c . n e . jp
TEL：03-3982-9533
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平成29年

豊島区シルバー人材センターの主な出来事

１月

安全大会、発注者訪問（〜 2 月）

２月

東京マラソンボランティア

３月

倫理研修、児童通学案内研修会

４月

生活支援お助け隊事業スタート、
派遣事業スタート、第１回植木講習会

５月

第二次中期計画策定委員会始動、ごみゼロデー

６月

第 7 回定時総会、都議会議員選挙の選挙事務（派遣）

７月

地域班協議会、家事援助就業現場情報交換会

８月

区長への要請

９月

民間継続就業会員研修会

10月

ふくし健康まつり・大塚商人まつりに参加、
会員交流イベント

11月

発注者訪問（〜 12 月）

12月

高齢者クラブ連合会作品展に参加

第 1 回植木講習会

民間継続就業会員研修会

地域班活動のご報告

会員交流イベントのご報告

10 月 25 日（水）
班会議、郷土資料館見学

講師をお呼びして「バリアフリービク
ス」を楽しみました。

IKE・Biz にて

7・8 班
11 月 5 日（日）
班会議、池袋防災館見学
IKE・Biz にて

元気良く

5・6 班

望みは高く

ボランティア募集中！！

〜東京マラソン2018 〜

シルバーで

次回のボランティア活動は、東京マラソン2018で
の沿道ボランティアを予定しています。
参加希望の方は、事務局までお申込みください。

昨年のボランティア風景

日

時：平成30年2月25日（日）午前中

定

員：6名（申込多数の場合は抽選とさせていただきます）

締

切：1月31日（水）

就業の安全確保 は最優先！
安全大会に参加しよう！
！
平成２６年度より始まった安全大会も今度で４回目を迎えます。今回、第Ⅱ部では吹き矢を使った
体験も行います。詳細は同封チラシをご覧ください。皆さまのご参加をお待ちしております。
日

時：２月１５日（木）午前１０時〜１２時（受付開始：９時３０分）

会

場：としまセンタースクエア（南池袋２−４５−１

内

容：第Ⅰ部
第Ⅱ部

区役所１階）

安全就業研修「転倒防止」
楽･楽･吹き矢で健康促進（体験あり）

参加費：無料（参加者へは安全グッズを提供いたします）
応

募：事務局（03-3982-9533）までご連絡ください。

〆

切：１月２６日（金）まで

＜報告＞民間継続就業会員研修会にて清掃現場での事故報告をし、共有を図りました！
昨年度、清掃現場で事故が多発（全体の約64％）しました。それを受けて、９・１０月に３回開催された
民間継続会員交流研修会では、清掃現場における事故傾向等を説明いたしました（下図）。
冬になるにつれて、日照時間が短くなってきます。特に早朝や夕方以降に就業
される方は、就業途上の交通事故等に十分注意し、就業前に準備運動をするなど、
身体を温めてから就業を開始するようにしましょう。
【主な転倒予防のポイント】あなたはいくつ出来ていますか？

□作業に合う靴を履く

□早朝・夜間の外出に気を付ける

□余裕をもって行動する

□転びにくい歩き方をする

平成30年度

安全標語・当センターのサブスローガン募集
輝いて

同封の応募用紙にご記入の上、１月末日までに事務局まで、奮ってご応募ください！
応募方法：①メール、②ＦＡＸ、③事務局窓口の応募箱
1

東京しごと財団安全標語

2

東京しごと財団安全標語

3

豊島区シルバー人材センター
「サブスローガン」

テーマ
健康の維持管理について
危険予知
（作業に潜む危険を予測し、対応する）
センターに関わることなら何でもＯＫです。
入選作品は１年間会報に掲載します！

2
2
2

恩返し

※各テーマの応募形式は川柳形式（五・七・五）でお願いします。
※応募者全員に安全グッズをお送りします。
※サブスローガン入選作品は平成３０年度の会報に使用します。

応募可能数

暮らした街に

名称

理事会報告

区内神社シリーズ Vol.9

【子安稲荷神社】（上池袋2丁目）

◆配分金支払日について
１１月就業分
１２月就業分

…
…

第7回定例理事会（10月27日）

平成29年度

第8回定例理事会（11月24日）

〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）について
2.要綱の制定について
3.職員の給与改定について
〈報告〉
1.平成29年10月分受託事業実績報告について
2.民間継続就業更新説明会・会員交流イベントの追加開
催について
3.広報としま(11月1日号)全戸配布の結果について
4.平成29年度上半期会計報告
5.常任委員会報告(各理事から)
6.会長から
①シルバー人材センターフォーラム（11/7）について
②第3ブロック代表理事等会議（11/9）について
③練馬区シルバー人材センター 40周年記念祭（11/16）について
7.豊島区高齢者クラブ連合会第36回作品展について

１２月１５日（金）
１ 月１８日（木）

※配分金明細書の到着は配分金支払日より後になる場合が
あります。ご了承ください。

シルバーの

◆年末年始の報告書の提出について
12月29日（金）〜 1月3日（水）まで事務局は休
業となります。12月分の就業報告書の提出は、下
記のとおりお願い致します。

なかまできずく

◎ＦＡＸ

随時受付

◎事務局

12/29(金) 〜 1/3(水)は休業です。
提出は事務局入口のポストへ。

◎長崎第三
区民集会室
２階のポスト

年末年始もポストへの投函ができ
ます。
開館時間9：00 〜 16：30

編集後記
今年も余すところあと僅か、平成29年の浅草酉の市は12
年に一度の酉年の「おお酉の市」です。加えて「三の酉」
まであり、
「三の酉」の年は火事が多いとか。
先日、池袋防災館で「防災体験」に参加しました。体験
学習コーナーがいくつかあり、地震コーナーでの学習ポイ
ントは、揺れを感じたら「まず身の安全」
。火災コーナーでは、
煙の中を避難する時は姿勢を「低く」する。また消火コーナー
では、消火器の取扱いを学習しました。
年末に向かってなにかと忙しい時、
火の用心に心がけ良い年を迎えられま
すよう。
（佐々木）

しごとのわ

平成29年もお疲れ様でした。
来年も、どうぞよろしくお願い
いたします。
事務局一同

年度会費をお支払いください。
平成29年度の会費（2,000円）を未納の方は、事務局の窓口で納入してください。また現金書留での郵送や、金融機関か
らの振り込みをご希望の方は、１頁下記までお問い合わせください。
※年度会費が未納の場合、年度末で自動的に退会となってしまいます。ご不明な場合、事務局までご連絡ください。

綴 じ て く だ さ い

上池袋にある子安稲荷神社は、安産、子育ての神様が祀
られている神社です。大きな神社ではありませんが、入口
が三か所もあり、それぞれ鳥居が建っています。境内には
大小の社殿があり、大きい社殿にはお使いの狐ではなく、
狛犬が鎮座しています。狐が鎮座しているのは、小の方の
社殿（というより祠に近い感じ）です。
創建以来500年の歴史があるといわれ、18世紀初め、こ
の地に疫病が大流行したとき、この神社の霊験により多く
の子どもたちが救われたことから「子安稲荷」として広く
知られるようになりました。
観光スポットとしての目立った見所はありませんが、春
先には三本の河津桜が香るやすらぎの場所として、地元の
人々に愛され親しまれている神社です。
（山口）

平成29年度

〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）について
〈報告〉
1.平成29年9月分受託事業実績報告について
2.平成29年度上半期独自事業実績報告について
3.ふくし健康まつり・大塚商人まつりの役割分担について
4.平成30年度安全標語の募集について
5.平成29年度発注者訪問の実施について
6.未就業会員状況調査について
7.民間継続就業更新説明会・会員研修会の開催状況について
8.広報としま全戸配布研修会の開催状況について
9.福祉・家事援助サービス 研修会・講座の開催について
10.職務執行報告（会長・副会長・常務理事）について
11.常任委員会報告（各理事から）
12.就業トラブル事例報告

