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会員数：1,526名
男：964名／女：562名
（2018年6月1日現在）

ボランティア、地域班活動に参加しよう
当センターでは、就業紹介以外にボランティアや地域班活動などの様々なイベントや会員相互の親睦等を通
して、魅力あるセンターづくりを推進しています。

ゴミゼロデー（５月３０日）
5月30日（水）区主催のごみゼロデーの清掃ボランティアに参加しました。全体で26団体個人・延177名の参加が
あり、センターからも15名の会員の方にご協力頂き、池袋西口公園での高野区長の挨拶の後、旧区役所周辺を清掃し
ました。雨が降らないか心配でしたが無事に終える事ができました。

4月30日（月）4班雄志（11名）が地域貢献の一環で、
大塚駅都電沿線周辺のゴミ・雑草取りのボランティア
を行い、5月30日（水）もごみゼロデーを同所で実施
しました。（13名）
毎月1回のボランティアとして今後も継続したいの
で参加者を募集中です。 （4班班長・佐藤）

公益社団法人

豊島区シルバー人材センター

5月6日（日）地域班5班では班活動・会議を行い、34名の会員の
方に参加いただきました。班活動では、昨今の転倒事故の報道等を
受け、講師の方を招き、転倒予防運動を中心とした「健康教室」を
行いました。会議では今後の活動等について、話し合いました。
片づけにも多くの方にお手伝いいただきました。

地域班で「こんな企画をしてほしい」
「一緒に協力したい」とお考えの方は、
班長もしくは事務局まで
ご連絡ください！

〒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

【お知らせ】シルバー総合保険制度が見直しされました！
都内における会員の事故が増加傾向であることから、下表のとおりシルバー総合保険制度が見直しされました。
当センターでは事故が発生した場合、診断書の

平成３０年度
（変更後）

平成２９年度
（変更前）

保険料 1 名あたり

2,490円

2,340円

死亡保険金

450万円

500万円

20万円〜450万円

20万円〜500万円

提出や安全講習会等への参加を義務付けており、
事故状況次第では就業の継続を中止させていただ
いております。
また、シルバー総合保険制
傷 害

度対象外となった場合は、会
員に費用を全額負担いただく
こともあります。

後遺障害保険金

1日

入院保険金

変更なし

手術保険金

なお、自転車接触による他
賠

別途保険制度などをご紹介し

償

ております。
詳しくは事務局安全担当までご連絡ください。

外来手術
入院手術
1日

通院保険金

人の身体に対する賠償事故は、

他人の身体に
対する賠償

変更なし

他人の財物に
対する賠償

4,500円
22,500円
45,000円

3,000円

1名限度額 3,000万円
かつ1事故限度 1億円
1事故限度

1,000万円

※保険対象外となる主なケース
故意や重大な過失、就業外、鍵の紛失、自転車同士の接触（賠償事故）

独自事業活動報告
パソコン教室

英会話教室

パソコン入門からデジカメ応用・
iPad操作まで受講者の技術向上を
サポートしています。
夜間コースも始めました。

体操教室

独自のテキストなどを用いて、シニア向け
にコミュニケーションの向上を目的とした少
人数制の教室です。
毎回、受講者も楽しそうに発表しています。

表装教室

ゆかた着付け教室のご案内

シルバーの

センターの会員がゆかたの
着付けを分かりやすく教えます。
ご興味のある方は、お気軽に
ご参加ください。

◆日

笑顔で愛でる

絵手紙教室

着付教室

四季模様

独自事業は、会員の独自の創意と工夫により企画し、自ら実施する事業です。
「こんな特技を活かしたい」「こんな事はできないのか」などの提案があり
ましたら事務局までお知らせください。

程

◆時 間
◆場 所
◆定 員
◆受講料
◆持ち物
◆申込み

７月３日（火）
１０日（火） 全３回
１３日（金）
13 時 30 分〜 15 時
センター３階会議室
10 名（先着順）
4,000 円（3 回）
ゆかた、半幅帯、
必要な小物類
事務局（保永）
まで電話でお申
込みください。

＜安全管理委員会よりお知らせ＞
７月は『安全就業強化月間』です。今年度は各種安全講習会を会報でもお知らせいたします。また、会員
の安全就業基準を同封いたしますので、目を通していただき安全就業への意識向上を図ってください。

熱中症に十分注意し、暑い時期を元気に乗り切りましょう！！
当センターでは、昨年度熱中症による事故が１件発生しています。水分や塩
分の補給、涼しい所で身体を冷やすなど未然防止に努めてください。今年度も
引き続き屋外就業会員を中心に熱中症対策グッズの提供を実施します。

熱中症予防タ
ブレット・
干し梅用意し
ました。
事務局までお
越し下さい。

直射日光をさえぎろう

扇風機などで風を通したり、
打ち水をしたりしよう

休憩所を設け、
こまめに休憩を取ろう

身体を適度に冷やせる
グッズや設備を利用しよう

水分・塩分を
定期的に補給しよう

吸湿性や通気性が
よい素材の服を選ぼう

できるだけ１人で
作業しないようにしよう

暑さ指数(WBGT値)が計れる
測定器を用いて、基準値を超
えていないかチェックしよう

安全就業標語優秀作品受賞！！

「これくらい 自信過剰が 事故のもと」
長屋 芳子

開眼片足立ち時間を計ってみましょう

男性は２０秒以上
女性は１０秒以上

時：7月20日（金）午後２時〜３時
所：当センター３階 会議室
容：「熱中症の予防と対策 〜効果的な水分補給〜」
師：大塚製薬株式会社 堀口様
員：３０名（先着順）

② バリアフリービクス
日
場
内
講
定

時：8月15日（水）午前10時30分〜 11時30分
所：イケビズ多目的ホール6階
容：「元気UP ！体操」
師：バリアフリービクス指導員 清宮様
員：５０名（先着順）

③ 転倒予防勉強会
日
場
内
講
定

時：8月29日（水）午後２時〜４時
所：国分寺労政会館
容：「高齢者の転倒予防について」
師：帝京平成大学 加藤様
員：２〜３名（先着順）

申し込みは事務局（3982-9533）
までご連絡ください。

仕事の場

①右足でも左足でも好きな方で構いません
②ゆっくりと足を床から離します
③反対側の足に付けないでください

日
場
内
講
定

笑顔で会える

転倒予防チェック①
（バランス機能）

① 熱中症セミナ−

シルバーは

４月号にお知らせした安全就業標語で下記の作品が
優秀作品として授賞されました。
授賞式は東京しごと財団主催の安全大会にて行いま
す。おめでとうございます！！

安全講習会のお知らせ

NEW

理事会報告

Vol.1
平成30年度

〈案件〉

【長崎富士塚】
（高松２−9−3）

◆配分金支払日について
５月就業分
６月就業分

…
…

６月１５日（金）
７月１３日（金）

※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。

事務局人事異動
〈新任〉
事務局長

陣野原

伸幸

シルバーは

（6月1日〜）
局長として、事務局一丸となって
センターの発展のために頑張ります
ので宜しくお願いします。

〈退任〉事務局長

若林

弘司（5月31日付）

５年間お世話になりました。

明るいあいさつ

＜お知らせ＞
第８回定時総会にご協力いただき、ありがとうございま
した。（総会の詳細は次号でお伝えします）なお、総会に
ご欠席で、委任状を提出されている方は、総会終了後に引
換券との交換で粗品をお渡ししますので事務局までお越し
ください。

みんなの輪

★粗品の引換期間 総会終了後〜7月6日（金）

1.新入会員の承認（退会）
2.平成29年度第3回補正予算
〈報告〉
1.平成30年3月分受託事業実績報告
2.平成29年度独自事業実績報告
3.第8回定時総会開催に向けたスケジュール
4.シルバー総合保険制度の見直し
5.職務執行報告（会長・副会長・常務理事）
6.各委員会29年度活動報告・30年度活動計画
7.区主催の「ごみゼロデー」への協力
8.常任委員会報告（各理事から）
9.就業トラブル事例報告
10.平成29年度民間継続就業更新説明会・会員交流イベン
トの実施状況
11.事務局人事異動
〈その他〉
1.埼玉西武ライオンズ野球観戦招待券の配布

平成30年度

第１回臨時理事会（5月18日）

平成30年度

第２回定例理事会（5月25日）

〈案件〉
1.第8回定時総会の日程・粗品・通知等
2.第9回定時総会での表彰の実施
3.第7回定時総会の議案（案）
〈案件〉
1.新入会員の承認（退会）
2.監査報告
3.第8回定時総会議案書の承認
4.第8回定時総会の役割分担等
〈報告〉
1.平成30年4月分受託事業実績報告
2.常任委員会報告（各理事から）
3.就業トラブル事例報告
4.事務局人事異動

編集後記
昔 勤労奉仕 、今 ボランティア 、語源は（英Volunteer）
自らの意思により参加した志願兵のことだそうです。
日本で使われる様になったのは、阪神淡路大震災の時に行
政が対応するのが遅れたため、学生を中心としたボランティ
ア活動が活発化し 日本のボランティア元年 とも言われて
おります。
私もボランティア清掃に参加してきました！町を清掃する
事により、自身の心も少し洗われた様な気がします。参加さ
れた会員同士のコミュニケーションも図
れ、とても有意義な時間を過ごす事が出
来、今後も毎月継続して行く事からでき
る限り参加したいと思います。 （平井）

会費は必ず納入してください！
平成30年度の会費(2000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ださい。

綴 じ て く だ さ い

江戸時代には富士山信仰が盛んで、多くの人が富士詣
でに出掛けました。富士山まで行かれない人は、自分た
ちの町に富士塚を作ってそれをお参りしようと、江戸中
にたくさんの富士塚が出来ました。これらの中でも我が
長崎の富士塚は、今でも当時の姿をよく保ち江戸時代の
庶民信仰の様相を残しており、
「国の重要民族文化財」
に指定されています。今年の山開きは6月30日13：00
〜 15：00、7月1日10：00 〜 15：00。この日は一般
の人も富士塚に登ることができます。 （７班班長・伊藤）

第１回定例理事会（4月25日）

