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迎春

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

名誉会長
豊島区長

高野

之夫

会長

新春のご挨拶

豊島区シルバー人材センター

通男

明けましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。
豊島区シルバー人材センターの皆様におかれまして
は、平成30年の新春を健やかにお迎えのことと心より
お慶び申し上げます。
小倉通男会長をはじめ会員の皆様には、日頃から区
政全般にわたり格別のご理解とご協力を賜り、改めて
厚く御礼申し上げる次第であります。
さて、現在改定作業中の「豊島区地域保健福祉計画」
では、高齢者、障害者、子どもをはじめとする、すべ
ての区民がそれぞれの状況や能力に応じ、必要な支援
を受けることにより主体的に社会参加し、健康で自立
した地域生活が営める仕組みづくりを目指しています。
豊島区シルバー人材センターは昭和51年10月の発足
以来、働くことを希望する多くの高齢者にそれぞれの
能力を活かした仕事を提供するとともに、生きがいの
充実、健康維持、さらには社会参加の場として重要な
役割を果たしてこられました。これはまさしく豊島区
地域保健福祉計画が目指す姿を体現するものであり、
これもひとえに会員の皆様をはじめ関係各位の英知と
ご努力の賜物と、心より敬意を表する次第であります。
「共働・共助」の理念のもと、高齢者の方々がともに
助け合いながら楽しく働くというシルバー人材セン
ターの活動に、今後とも大いに期待を寄せているとこ
ろであります。
結びに、豊島区シルバー人材センターのますますの
ご発展と、会員の皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ、
新年のご挨拶といたします。

公益社団法人

小倉

平成30年の新春を心からお慶び申し上げます。
新しい年が皆様にとって、幸多い日々でありますよ
うお祈りいたします。
さて、昨年1年間の当シルバー人材センターの活動は、
会員の皆様の生活にお役に立つことはできたでしょう
か。
センターといたしましても皆様のご期待に応えよう
と日頃より役員、事務局が一丸となって様々な取り組
みを行っております。
昨年は会員の参画意識や相互の連帯感を高めるため
に設置した地域班が班ごとに活発な活動を展開しまし
た。併せて、同じ職種の会員間の共働・共助を目的と
して編成した職群班−植木作業班とパソコン教室班−
も活動を開始しており、今年も新たな職群班の誕生を
進めてまいります。
また、介護保険制度の改正によりその必要性が注目
されている生活支援サービスへの参画や派遣事業も数
件の実績ではありましたが進出を果たすことができ、
今後の就業機会拡大に道筋をつけることができました。
これも会員の皆様が当センターの「自主・自立、共働・
共助」の理念にご理解とご協力をいただいているお蔭
と深く感謝申し上げます。
本年も生きがいと活動の場を数多く提供できるセン
ターであるように努力を続けていく所存ですので、ど
うぞよろしくお願い申し上げます。
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年男・年女の皆様に伺いました
2018年（平成30年）の干支は

戌年(いぬどし)

長坂 武 さん

（昭和 9 年生まれ / 西池袋在住）

パソコン教室で講師をする
ようになって早10年になりま
した。このごろは、スマート
フォンやタブレットなどに追
いあげられて、補充の勉強に
明け暮れる毎日です。
健康で頑張れるのは知的好
奇心と規則正しい生活とさら
に徒歩による通勤の賜物だと思っています。それに加
えて、受講してくださる皆様の学びたいという意欲か
らの刺激が元気の源泉だと感謝しております。

金子 稔 さん

（昭和 9 年生まれ / 池袋在住）

70代後半に入会、80才とい
う大きな節目を乗り越えて7
回目の戌年をむかえました。
現在、豊島区報の配布を担当
しています。
シルバー人材センターに入
会したことで一番良かったこ
とは、健康になったことと何
でも話せる素晴らしい仲間ができたことです。
入会前は入院・手術と病気がちだった私ですが、学
童案内や区報の配布（1,200世帯分）などをしている
うちに健康を取り戻し、家族が「みちがえるほど元気
になった」と驚いています。
センターの今後についてですが、行事などの際、会
員相互の友情を深めるだけではなく、会員家族も含め
た交流ができればいいと思います。

元気良く

杉本 真須子 さん

（昭和 21 年生まれ / 雑司ヶ谷在住）

望みは高く
シルバーで

15年前に前職を退職し、シ
ルバー会員だった母に倣いセ
ンターを訪ねたところ、快く
受け付けて頂き、以来、小学
校の交通指導員として子供た
ちを見守っています。日々顔
を合わせる児童に、安全に登
下校してもらうことに仕事の
やりがいを感じています。
送別会などで感謝の手紙をもらったり、卒業生から
挨拶をしてもらえたり、父兄から御礼の言葉をかけて
いただけるのは、非常に嬉しいです。
２年前頃、膝が痛く大変でしたが、今は好きなドラ
イブ旅行に時々行ったりしながら、この仕事を出来る
限り元気で健康に続けていきたいと思っています。

戌年は、他人との関わり方に長けている、努力を惜しまず
自立心の強い人が多い、先のことを考え準備することに
長けている、とか。いくつ当てはまりましたか？

眞川 厚子 さん

（昭和 21 年生まれ / 長崎在住）

家事援助の仕事をさせてい
ただいて２年、訪問先のお宅
ではパグ犬が迎えてくれます。
洗濯物をたたんでいると遊具
をくわえて邪魔をしに(笑)来
ます。何度も繰り返すので怒
ると、可愛い顔をして見返す
様子にとても癒されます。
会社の清掃もさせていただいています。人と人との
触れ合いが楽しく、また頑張ろうという気にさせても
らいます。私は笑顔を忘れずケガのないように勤める
ことが出来ればと思っています。70歳。まだまだ……

渡辺 正明 さん

（昭和 21 年生まれ / 西巣鴨在住）

平 成22年4月 に 入 会、現 在
施設管理の仕事をしています。
人と人との繋がり・助け合い
を大切に、就業やセンター事
業を通じて区民の皆様のお役
に立ちたいと考え、自身の健
康に気を付けながら挑戦して
います。就業は、公共の現場で、何でも話せる同僚会
員と笑顔で意思疎通をし、助け合い協力し合って、大
切な役割を担うことの達成感を味わっています。
今年も変わらず会員同士の親睦と、センター事業の
発展にお役立ちしたいと思っています。

椎名 栄一 さん

（昭和 21 年生まれ / 北大塚在住）

豊島区が公共施設利用をイ
ンターネット予約制にする際
に、区民集会室勤務の話をい
ただき、東池袋の集会室管理
を３人交代制で就業していま
す。
パソコン操作にも慣れ、利
用者の方々と日常の話をする
機会も多くなり、帰り際に「ありがとうございました」
のひと言がうれしいです。
最近は、地域班活動のサポートや、事務局の指導の
もとで色々な行事のお手伝いに参加させていただいて
おります。これからも健康に気を付けて、少しでも地
域班活動に関わっていければと思っています。

取材にご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

＜安全管理委員会よりお知らせ＞

平成29年度「安全大会」に参加しよう！

まだ
間に合
い

ます！

12月号でもお知らせしたとおり、第４回となる安全大会を今年度も実施いたします。
今回は「シルバー会員による東京都内で発生している事故事例」「呼吸機能の老化
と健康」を予定しております。
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）

参加費：無料（参加者へは安全グッズを提供いたします）
★お申込みは、1月26日（金）までに事務局へご連絡ください。

センター主催講座のご報告（メイク講座）

地域班活動のご報告（1･2班）
11月29日（水）
六義園で紅葉狩り

11月17日（金）、家事援助
サービスに従事されている
会員を対象にメイク講座を
開催しました。仕上がりは、
誰からも好かれる好印象メ
イ ク で、皆 さ ん と っ て も イ
キイキされていました。

生活支援お助け隊 ３日間研修のご報告
11月27日（月）〜 29日（水）の
３日間にわたり、「生活支援お助け
隊」事業に参加を希望する会員向
けに、研修会が区役所で実施され
ました。今回は14名が参加、12名
が登録待ちの状況です。次回開催
は来年の予定です。ご興味のある
方は、お気軽にお問合せください。

平成30年度

安全標語・当センターのサブスローガン募集

東京しごと財団安全標語

2

東京しごと財団安全標語
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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

1

※応募用紙が必要な方はご連絡ください。

輝いて

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
名称

班会議
（駒込地域文化
創造館にて）

理事会報告

区内神社シリーズ Vol.10
平成29年度

第9回定例理事会（12月22日）

〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）について
2.規程・基準の改正について
3.違反措置について
〈報告〉
1.平成29年11月分受託事業実績報告について
2.賠償額判定委員会報告
3.生活支援お助け隊必修研修・生活支援研修の開催状況
について
4.平成29年度 安全大会の開催について
5.平成29年度役員・見守り声かけ事業会員合同研修の開

【妙義神社】（駒込3丁目）

催について

駒込駅前の日光御成道妙義坂を一町ばかりくだり、
左へ半町のところに、豊島区最古（651年創建）の妙
義神社があります。縁起では日本武尊がこの地に陣を
構えたとされています。その昔数々の武将が「勝ち戦（い
す。ちなみに、お守りは「勝守（かちもり）
」という守
護守りです。石段を上ったところに大鳥居、左に社務所、
正面に拝殿、右手に太田道灌公を祀る道灌霊社と庚申
塔があります。初詣に始まり秋の古式ゆかしい例大祭、
お宮参り、七五三や折に触れてのお参りなど、人々か
ら地元の神社として親しまれています。

(岡野)

アクセス
JR 駒込駅より
徒歩 4 分
東京メトロ駒込駅より
徒歩 3 分

◆確定申告のご案内
シルバーの
なかまできずく

会員の皆さまに支払われる配分金は税法上「雑所得」に
区分されます。年間収入の内容（配分金＋公的年金、配分
金＋給与収入など）により、所得税の計算式が異なります
ので、ご注意ください。
なお、1月18日（木）以降に、事務局より配分金支払証明
書（平成29年1月〜 12月就業分）を送付いたします。
確定申告にご利用ください。
◎確定申告にかかる詳細、お問合せは
豊島税務署（☎3984-2171）まで

所得税の確定申告は
２月１６日（金）〜３月１５日（木）

7.就業トラブル事例報告

◆配分金支払日について
１２月就業分
１月就業分

…
…

１月１８日（木）
２月１５日（木）

※1月は月初に休業日が多いため、例年18日を支払日とし
ています。
※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。

編集後記
最近、こんな言葉を目にしました。
「何もしな
ければ加齢とともにカラダが硬くなるように、
頭も固くなる心配がある」
。
加齢とともに考え方が頑固になったり、脳の動きが低下
したりするそうです。そんな今こそやわらかアタマのセル
フケア！ 例えば、
「利き手と反対の手を使う
と脳の神経細胞が刺激される」ことから、反
対の手でジャンケンしてみては？ 久しぶり
に「かけ算九九」を言ってみる、なんていう
のもよいかもしれません。これって、すんな
り出来そうで、意外と出来ない。
他にも、
「笑うと体内の機能が活性化」する
そうで、毎日１回声を出して笑っている人は、笑わない人
より健康ということも確かだそうです。こんなに簡単でお
金のかからない健康法はありませんね。私も元気に楽しく
お仕事を続けたいと思います。わっはっは
（早乙女）

しごとのわ

本年もよろしく
お願いいたします。
役員・職員一同

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

くさ）
」の祈願をした社の境内では子供らが遊んでいま

6.常任委員会報告（各理事から）

