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会員数：1,536名
男：979名／女：557名
（2018年10月1日現在）

皆さまお誘い合わせの上、
ぜひお越しください！

区内のイベントに
センターが参加します!!
第30回

ふくし健康まつり
日時

12月1日（土）・2日（日）
午前10時〜午後3時（雨天決行）

会場

豊島区役所（としまセンタースクエア）
南側けやきひろば・５階 会議室

内容

・事業紹介等の展示
・製品販売・模擬店・バザー
・ボランティア体験
・補助犬を知ろう
など

当センターが
参加します

高野区長挨拶（昨年の様子）

当センターは会員作品販売とフランクフルトと甘酒の模擬店です。(予定)
手作り品などの販売（昨年の様子）

第10回

大塚商人まつり

当センターが
出店します

日時

10月27日（土）・28日（日）
27日：午前10時〜午後５時（少雨決行）
28日：午前10時〜午後４時

会場

大塚駅前南北会場
トランパル広場

内容

・よさこい、阿波踊り
・各団体による模擬店
・近隣学校の吹奏楽部の演奏などのイベント

センター紹介のパネル展示（昨年の様子）

当センターは作品販売と甘酒などの模擬店です
手作り品などの販売（昨年の様子）

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
H P： 豊島区シルバー 検索
FAX：03-3982-9532

秋の入会促進キャンペーン実施中！
同封のリーフレットを活用して、
お知り合いやご友人にセンターをご紹介ください！
当センターでは、10月を「会員増強月間」と位置付けて
広報活動を行うほか、10 〜 12月の入会説明会にご参加い
ただく全ての皆さまにささやかなプレゼントを差し上げる

会員募集リーフレット
ご紹介の
際に活用
ください

キャンペーンを実施します。
会員の皆さまにおかれましては、ぜひこの機会にお知り
合いやご友人に入会をお勧めください。同封する「会員募
集リーフレット」のご活用をお願いします。
（当センターへ入会時のアンケート調査より）

入会のきっかけは何ですか？（今年度入会 91名）
1位 センター広報資料（区報など）…38名
2位 口コミ（家族・友人）
…26名
3位 公共機関（区役所・ﾊﾛｰﾜｰｸ等） …11名
4位 上記以外
…16名

◆◆キャンペーン期間中のPR◆◆

◆◆ご紹介カードをご活用ください！◆◆

期間中センターでは様々な媒体で
PRを行います。
・会員募集リーフレットポスティング
・新聞折込広告
・イベント（1頁）での
ノベルティ配布等

お知り合いを紹介される際に、ひと言添えることの
できるカードをご用意しました。
紹介いただいた方がご入会されまし
たら、素敵な粗品を差し上げます！
さらに必要な方は、事務局の窓口に
設置しますので、お気軽にお持ちください！

未就業会員調査報告・就業相談案内

シルバーの

センターでは、就業相談会の活性化と就業率向上のため
に未就業会員調査を行いました。
◇対象：４〜７月未就業の方 470名
◇方法：電話による聞き取り
◇内容：近況と就業の可否
就業相談の案内
※調査の際、連絡の取れなかった方がおりますので、就業
を検討中の方は右記の就業相談会へご参加ください！

地域班活動報告・告知

笑顔で愛でる

地域班では、会員同士の親睦を深めたり、情報交
換の場として様々な活動を企画しております。
会報同封物等で別途ご案内をしておりますので、
是非ご参加ください！

四季模様

班
日時
10月 7 日（日） 4班
10月14日（日） 3班
11月16日（金） 7班
11月28日（水） 1・2班
5班
12月予定

内容
浜離宮散策
班会議・健康体操
班会議・健康吹き矢
班会議・薬の飲み方
班会議・健康吹き矢

「就業相談会」もご利用ください
仕事をお探しの方、就業に関して悩んで
いる方対象に、予約制の就業相談会を行っ
ています。お気軽にお申込みください！
日程：毎週水曜日 10時〜12時
（※20分単位の予約制です）
お申込みは☎3982-9533（8時30分〜17時）

家事援助サービス就業現場情報交換会報告
9月27日(木)、28日
(金)と 開 催 し た 家 事 援
助サービス現場情報交
換 会 は、２ 日 間 で20名
の方にご参加いただき
ま し た。家 事 援 助 サ ー
ビスの多くは１人就業
なので、普段の就業の悩みや掃除のコツ等、お一人
お一人が抱えている悩みや知識を共有し、大変盛況
で会を終えることが出来ました。毎年、開催してお
りますのでお気軽にご参加ください！

『安全就業優良シルバー人材センター』として表彰されました！
9月28日（金）東京しごとセンターにて財団主催の安全大会が開催され、当センターが『平成29年度安全
就業優良シルバー人材センター』として表彰されました。（４センター受賞）
また、6月号でもお知らせしたとおり、安全就業標語でも長屋芳子会員が優秀作品を受賞し、
Ｗ受賞となりました。これも、会員一人ひとりの安全意識の向上の成果だと感じております。
引き続き、会員の皆さまにおかれましては、事故の未然防止及び再発防止に向けてご尽力
いただきますようお願い申し上げます。
【主な取り組み】
平成28年度は、度数率が14.79と例年にない高数値を記録したため、下記のとおり安全管理体制の強化
及び見直しを図り、それにより平成29年度は、度数率を8.38（▲6.41）へと減少させることができました。
（１）安全就業基準等の改正
（２）会報『安全管理特集号』・安全看板の作成

※ 度数率：100万延労働時間あたりの事故件数

（３）各種安全講習会の新規計画及び拡充

授賞式の様子(小倉会長） 授賞式の様子(長屋会員）

授賞式にて(豊島区）

授賞式にて(受賞者）

安全講習会 活動報告
第３ブロック安全就業研修会
9月19日(水)

板橋区立グリーンホールにて第3ブロック（豊島区・新宿区・

中野区・練馬区・板橋区・杉並区）の安全管理委員が集結し、安全就業研修
会が開催されました。
講師は東京しごと財団保険事業室坂東係長と東京都健康長寿医療センター
研究所江尻氏を迎え、シルバー会員に多く見られる転倒事故を中心とした講
話をしていただきました。

転倒予防チェック 〜シリーズ３〜（移動機能）
このテストでは下肢筋力を測ります。
片脚または両脚で、決まった高さから立ち
上がれるかどうかで、程度を判定します。

仕事の場

※注意点：①無理をしない ②膝に痛みがおきそうな場合は中止 ③反動をつけない

両脚で20cmの高さから立ち上がれない
移動機能の低下が進行している状態です。
自立した生活ができなくなるリスクが高く
なっています。特に痛みを伴う場合は、
何らかの運動器疾患が発症している可能性
もありますので、整形外科専門医の受診を
お勧めします。

笑顔で会える

片脚で40cmの高さから立ち上がれない
移動機能の低下が始まっている状態です。
筋力やバランス力が落ちているので運動を
習慣づける必要があります。また、十分な
タンパク質とカルシウムを含んだバランス
の取れた食事を取るように気をつけましょう。

シルバーは

立ち上がりテスト

理事会報告

Vol.3
碑には︑譜面と
山田耕筰による
歌の由来が記さ
れています︒
﹁からたちの花﹂
の記念碑

【巣鴨教会〜「からたちの花」発祥の地〜】
（南大塚一丁目）

た巣鴨教会付属施設「自営館」に印刷工の見習いとして入
館しました。建物の周囲には

からたち

の垣根があり、

10歳から13歳までの少年時代を過ごした当時の思い出を北
原白秋に話したところ共感され、「からたちの花」が作詞さ
れたと言われています。
写真の巣鴨教会は自営館の跡地に建てられたものです。教
会の敷地内にある記念碑は1999年に建てられ、碑の周囲に
からたち

第５回定例理事会（8月24日）

平成30年度

第６回定例理事会（9月21日）

は福岡県の北原白秋記念館よ

り種を譲り受けたものだそうです。

（4班班長・佐藤）

◆アクセス

〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）について
2.契約単価の改定について
〈報告〉
1.平成30年8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・清掃研修会の開催について
3.会員増強月間に向けた施策について
4.区内イベント参加について.
5.生活支援お助け隊必修研修・直前研修の開催状況につ
いて
6.家事援助サービス現場情報交換会・料理講習会の開催
について
7.未就業会員状況調査実施報告について
8.委員会開催報告
9.安全就業の取り組みについて

◆配分金の支払日について
９月就業分
１０月就業分

…
…

１０月１５日（月）
１１月１５日（木）

シルバーは

※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

明るいあいさつ

会費は必ず納入してください！
平成30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、事務局までお問い合わせく

みんなの輪

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ります。
会費の納入状況についてご不明な場合もあわせて事務局ま
でご連絡ください。
☎０３-３９８２-９５３３ （８時３０分〜１７時）

ようやく過ごしやすい季節となりました。猛暑の季節にテ
レビ「チコちゃんに叱られる」
（NHK）を見ました。「どう
して大人になるとあっという間に一年が過ぎてしまうの
か？」というタイトルに惹かれたからです。
チコちゃんは「子供は毎日が初体験の連続で、いろんなこ
とに触れたり発見したりし、学びと感動の日々を送っていま
す。だから、一日一日の体感時間が長い。したがって一年も
長いのです。ところが、大人になると単調な日常生活を送る
ことが多くなります。ときめいたり、感動したりすることも
少なく、体感時間も短い。そしてあっという間に 一年が過
ぎてしまうのです。
」と言っていました。
皆さん、感動やときめきのある日々を過ごしていますか？
それにしてもこの夏の暑さは、感動というより
衝撃の連続でした。体感時間も長く、きっと思
い出に残る夏となることでしょう。
（山口）

綴 じ て く だ さ い

作曲家、山田耕筰は東京本郷に生まれました。10歳の時
に父を亡くし、遺言により巣鴨宮下（現・南大塚）にあっ

植えられている

平成30年度

〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）について
〈報告〉
1.平成30年6月分受託事業実績報告について
2.他センターにおける不正会計事案の発生について
3.区報配布（11月1日号）について
4.平成30年度安全就業優良シルバー人材センターの表彰
について
5.トラブル事例報告
6.委員会開催報告
7.出張iPad無料体験教室開催報告
〈その他〉
1.理事会資料公開請求について

