
事 務 局 便 り

日 時：平成28年5月28日（土）

午後2時から 受付は1時から

場 所：守口文化センター エナジーホール

◆次の議案について審議・決定する総会です。

議 案

第1号議案 平成27年度事業報告について

第2号議案 平成27年度決算報告及び監査報告に

ついて

報 告

第1号報告 平成28年度事業計画について

第2号報告 平成28年度収支予算について

（議案の内容は、別添えの総会議案説明をご参照く

ださい。なお、詳しい議案書は総会当日及び5月25日

頃から事務局でお渡しします。）

皆様のご出席をお待ちしています。

理事会報告 4月28日(木)開催

第1号議案 平成27年度末補正予算について

第2号議案 平成27年度事業報告について

第3号議案 平成27年度決算報告について

第4号議案 ララ学びや運営要綱の廃止について

第5号議案 その他

第1号報告 新入会正会員の報告について

第2号報告 賛助会員入会報告について

第3号報告 代表理事・常務理事職務執行状況の

報告について

すべて承認されました。

ＶＯＬ．376公益社団法人 守口市シルバー人材センター

平成28年5月号

地域班長が出欠の確認に伺います。出欠表及び欠席

の方は委任状を封筒に入れてお渡しください。

なお、定時総会時に会員の10年表彰及び退任された

各種委員(4年以上)の感謝状贈呈式を行います。対象

の方には案内状をお届けします。

事務局からのお知らせ

会員資格更新及び変更について

更 新：

会員資格はお知らせの通り4月1日に自動更新しまし

た。平成28年度は平成28年4月1日から平成29年3月31

日までの1年間です。

年会費(2,400円)の納入については

＊4月の就業に伴う配分金(5月13日(金)支給予定)

からの振替(配分金が2,400円以上の方）

＊事務局へ持参(随時受付しています)

会費納入期限は5月31日です。

賛助会員への変更：

年齢や体力の低下により就業に関しては引退を考え

ている会員の方は賛助会員へ変更ができます。毎月の

会報もお届けし、シルバーの行事や研修へも今までと

変わらず参加していただけます。

年会費は1,500円です。

変更のお申し込みは事務局まで

～事務局便り5月号 目次～
P1：事務局からのお知らせ

P2：求人情報
P3：センターの活動報告
P4：事務局からのお知らせⅡ

第6回定時総会の開催お知らせ 4月14日から断続的に発生しております地震によ

り被災された皆さま、ならびにそのご家族の皆

様に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早

い復興をお祈りします。
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場 所：太子橋3丁目

時 間：7：00～10：00 週4日

配分金：2,574円/日

担 当：西 尾

場 所：南寺方中通1丁目

時 間：午後5時から～午後8時まで。

週3-4日程度(曜日の指定はできません)

配分金：2,574円/業務

担 当：西 尾

場 所：八雲北町3丁目

時 間：14：00～18：00

火・木・土曜日勤務

配分金：3,432円／日

担 当：南 野

場 所：此花区北港

時 間：①7：00～14：00 ②16：00～22：00

2日間就業、3日間休みの繰り返し

配分金：6,180円／日 交通費支給

担 当：笹 川
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カット野菜の袋詰め作業

事 故 統 計

４月 今年度累計

傷害 賠償 傷害 賠償

就業中 1 0 1 0

就業途上 0 0 0 0

合計 1 0 1 0

会員ミニギャラリー

あなたの作品を発表しませんか。

手芸品・写真・絵画等ジャンルは問いません。

作品3～6点の写真をデジカメのデータでご持参下さい。

または作品をお持ち頂ければ事務局で撮影します。

採用された作品はホームページで1か月間掲載させて

いただきます。

いつもご協力いただきありがとうございます。
プルタブ

今月は２０㎏でした

使用済切手、ベルマーク、プリンターインクも回
収しています。
（プリンターインクはメーカー純正の物のみ）

今後もご協力をお願いします。

あ 安全を

い 言い続け

さ 災害の芽を

つ 摘みとろう

バスの汚水処理作業

1. 空に必ずいる虫は？

2. 次の漢字にはある法則があります。

「愛、上、丘」さて、次の漢字は？

3. 5人でかくれんぼをしています。

2人見つかりました。残り何人？
2度、3度

確認するほど 増す安全
中岡 克治 会員

場 所：京阪京橋駅 徒歩10分

時 間： 7:00～16:00(７時間)

2日間就業、2日間休みの繰り返し

配分金：7,308円/業務

担 当：西 尾

老健施設での調理作業

場 所： 門真市新橋町(スーパー)

時 間： 8：00～11：30

原則 日,月曜日 (週2日)

時 給： 858円

担 当：青 木

病院の清掃

スーパーの総合メンテナンス
（清掃、除草、剪定等）

魚のさばき作業

派遣業務

要経験

●4月の事故報告 1件

就業中の傷害事故。

新聞のクリッピング作業中、

誤って指を負傷。

安
全
標
語

全国シルバー人材センター事業協会から

キャッチフレーズ募集！！

「シルバー人材センター法制化されて30周年」の節

目に当たることから、より皆様にセンターを知って

もらえるよう親しみが持てる、覚えやすいセンター

のキャッチフレーズを募集します。

募集締切：平成28年8月12日(金)

詳細は事務局までお問い合わせください。

ク
イ
ズ

◆求人情報



平成28年4月 会員就業実績表

受注件数 1,003件

月間就業実人員 921人

月間就業率 65.6％

1日平均就業人員 673.7人

1日平均就業時間 3.1時間

1人月平均就業日数 14.6日

契約金額合計 44,878,737円

請負事業

配分金 39,563,254円

事務費 4,956,134円

材料費 359,349円

介護保険事業
受注件数 95件

契約金額 4,204,254円

障がい者
総合支援事業

受注件数 29件

契約金額 1,523,162円

派遣事業
派遣件数 24件

契約金額 3,055,810円

会員数合計 1,403人

内訳
男性 832人

女性 571人

個人賛助会員 男性17人・女性14人

4月7・28日 福利厚生部会 平成28年度の取組みについて、健康体操について

4月7日 植木班総会 平成27年度の反省、平成28年度の取組みについて

4月8日 地区委員会 平成28年度の取組みについて、アンケート実施の協力について

4月25日 監事会 平成27年度実績報告、決算報告、帳票・財務諸表など監査

4月25日 事業部会 事業報告、決算報告、総会について、その他

4月26日 表彰者審査委員会 平成28年度の役員・会員表彰者選考

4月28日 理事会 第1面に掲載

◆センターの活動報告
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●実績報告

●各種会議報告

●桜まつりに参加しました

班長交代のお知らせ

守口21班 工藤 浩一氏

三郷41班 田中 正一氏

よろしくお願いします

鴨井 徹郎氏

出井 淳二氏

ありがとうございました

クイズの答え

1：はえ。
うかんむりの下に必ずいるよ

2：菊
あい、うえ、おか、きく

3：2人
鬼がいるから隠れているのは4人。

4月9日、すっかり暖かくなった春らしい気候の中、

下島公園で第20回もりぐち桜まつりが開催されました。

センターからは女性部がバナナドッグとチヂミの出店を、

園芸班がゲームの模擬店の出店と花苗販売をしました。

女性部も園芸班も大盛況でした♪

女性部の模擬店→

新作バナナドッグも

恒例のチヂミも完売

しました♪

予想以上の売れ行き

で大忙しでした💦

←園芸班の模擬店

穴に向かってボールを

投げ入れるゲームの模

擬店を出店。子供たち

がたくさん遊んでくれ

ました♪

園芸班の苗販売→

園芸班が一粒一粒、

種から育てた花の苗です。

大事に育ててね♡
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〒570-0097 守口市桃町3番30号
TEL：06-6998-3601 FAX : 06-6998-3659
Mail : moriguchi@sjc.ne.jp
http://www.sjc-moriguchi.or.jp

事業所業務時間外の緊急連絡先 ： 080-6146-4321

あなたの地区の

です。

行事内容 月/日 ： 時間 場所 備考

女性部
きさらぎ会

手作り教室 5月12日(木) 19日(木) 27日(金)

いずれも10：00～16：00
センター2階

着付け教室 5月9日(月) 23日(月) センター2階 1,500円/月

パソコン班
パソコン教室 火曜日 9：30～11：30 13：30～15：30

木曜日 9：30～11：30 13：30～15：30
土曜日 9：30～11：30

センター2階
受講料
2時間
1,900円

パソコン研究会 5月25日(水) 13：30～ センター2階 会員例会

◆お知らせⅡ
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・入会説明会

お知り合いなどでシルバー人材セン

ターに少しでも興味を持っておられる方

には、ぜひ入会説明会にご出席いただく

ようお勧めください。

日 時：5月20日(金) 6月6日(月)

午前10時～

場 所：シルバー人材センター2階

・就業相談会

仕事の詳細な希望、趣味等を会員理事が相談員になってお聞

きする定例相談会を開催いたします。就業情報は随時提供して

いますので、電話・来所をお待ちしています。

※希望される方は事前予約をお願いします。

※就業情報を提供するための相談会ではございません。

日 時：5月10日(火) 6月13日(月) 午前10時～午後3時

場 所：シルバー人材センター2階

健康・生活アンケート にご協力をお願いします。

「センターで就業して生活も規則正しくなり、健康

になったように思う。」と会員から聞くことがあり

ます。そのことを実際にデータ化し、行政や各種団

体に存在意義をアピールしたいと考えています。

アンケート用紙は5月の事務局便りなどと一緒に配布

します。封筒は添付しておりません。班長への提出

の際は、そのままでも任意の封筒に封入されても結

構です。

＊会員番号をご記入の上、

＊5月25日までに班長へ提出願います。

ご協力をお願いいたします。

福利厚生部会よりお知らせ

♪みんなでロコモ体操❣
ウィンロコモキャンペーン

体力テスト・唱歌大合唱・健康ダン

スを行います。曲やリズムに合わせて、

簡単なステップを繰り返します。大き

な声で歌い、体を動かし、ストレス発

散にもなるのではないでしょうか。み

んなで健康寿命を延ばしましょう！

シルバー人材センターマスコット
チエブクロー

日 時：5月20日(金)13：00～16：00

場 所：シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

2 階 会 議 室

定 員：40名 動きやすい服装と靴でご参加ください。

お申し込みは事務局まで

パターゴルフ同好会

練習：毎月 火・木曜日

例会：第2・4木曜日 9：00～12：00

参加費￥500(ｹﾞｰﾑ代込み)賞金あり

6月第4木曜日大会コンペ 参加費￥1,000

賞品・賞金・参加賞あり

連絡先：大和 末道（06-6901-7366）

同

好

会

情

報

シンビジュウム同好会

第1回目の集合です。持ち寄った株を株分けをし

て一回り大きな鉢に植え替えました。今後も手入

れの方法などの情報を交換し、

冬には立派な花が咲くように

愛情を注いでいきます。


