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事 務 局 便 り

◆事務局からのお知らせ

●センター事務局を改装しました

センター事務局の模様替えをしました。

相談や依頼を伺う、「対面カウンター」を設置しました。

職員がすぐに対応できるように、職員一同が玄関口を向き、

デスクの配置も変更しました。装いも新たに28年度も職員

一同頑張ります。近くまでお越しの際はぜひお立ち寄りく

ださい。 -1-

●第180回理事会の報告

・第1号議案 第三期中期計画(案)について

目標：会員拡大 会員数 1,480人

就業率 92.0％

就業拡大 受注件数 4,200件

契約金額 6億2千万円

就業延べ人員 18万人日

・第2号議案 平成28年度事業計画(案)について

就業率の向上、就業機会の拡大

平成28年3月24日（木）開催

職員の異動 （平成28年4月1日付）

新任 南野 拓央（みなみの たくお） 主 事

新任 小倉 道詔（おぐら みちのり） ｻｰﾋﾞｽ提供責任者

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

退職 川崎 富子（サービス提供責任者）

退職 池内 章子（臨時職員）
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●職員の異動のお知らせ 4月1日より、勤務している南野 拓央です。

高齢化社会において、シルバー人材センターの

業務に大変やりがいを感じています。日々精進

をモットーに精一杯がんばりますのでよろしく

お願いいたします。

4月1日より介護班のサービス提供責任者を担

当させていただくことになりました小倉 道詔

と申します。サービス提供責任者の仕事は

未経験ではございますが、2年間のヘルパー経験

と持ち前のバイタリティーで少しでも早くお役

に立てるよう日々精進してまいります。

平成26年度 平成27年度 増減

会員数 1,394人 1,401人 7人

就業延人員 178,126人日 175,491人日 -2,635人日

受注件数 4,101件 4,112件 11件

受注金額 612,382,512円 596,203,984円 -16,178,528円

就業実人員 1,276人 1,275人 -1人

年間就業率 91.5％ 91.0％ -0.5％

平
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・第3号議案 平成28年度収支予算(案)について

予算総額 665,835千円

27年度予算より3,541千円増

・第4号議案 職員給与規程の一部改正案

・第5号議案 職員退職金規程の一部改正案

・第1号報告 新入会正会員の報告について

・第2号報告 賛助会員の報告について
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P3：センターの活動報告
P4：イベント情報、同好会のお誘い

地区委員会・職域委員

会など各委員会の役員

任期は、今年度に限り

延長になります。

よろしくお願いします。

役員の任期に
ついて



今回はヘルパーとして就業するにあたり、基礎を固める研修内容です。

管理者から「ヘルパーの役割と責任について」の話のあと、介護事故の発生状況や

事故対応、感染症と食中毒の対応、認知症の利用者の方への対応、接遇など基本です

がヘルパーとしての仕事に対しての自覚と意識をしっかり高める研修になりました。

利用者の方から感謝のお言葉をいただく反面、責任のある仕事だと痛感しています。

向上心を高めるために、有意義な研修を積み重ねていきたいと考えています。

◆求人情報
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●ヘルパー研修を実施しました 3月10日(木)開催

↑研修の様子

●健康ウォーキングを実施しました 3/28福利厚生部会主催 25名参加

万博公園でウォーキング!

公園内の樹木には名前を隠した立札があり、クイズ形式で樹木の名前を当てる

遊びができるようになっています。見たことはあっても名前と一致しない樹木も

たくさんあり、楽しむことができました。“ソラード（森の空中観察路）”では、

高い場所から周りの森を見ることができます。童心にかえり、展望タワーまで少

しワクワクしながら空中散歩。お弁当は“花の丘”でいただきました。

緑に囲まれた広い場所で食べるお弁当は一際おいしく感じますね。

守口からも近く、緑を感じるにはお勧めの場所でした。

場 所：京阪京橋駅から徒歩10分

就業時間：6：30～9：30

就業日：月～土

配分金：2,574円/業務

※電車通勤が可能な人

（交通費支給） 担当：西尾

平成28年度 配分金支払い日

4月 15日(金) 10月 14日(金)

5月 13日(金) 11月 15日(火)

6月 15日(水) 12月 15日(木)

7月 15日(金) 1月 13日(金)

8月 15日(月) 2月 15日(水)

9月 15日(木) 3月 15日(水)

■ 会員資格更新のお知らせ ■

会員資格は毎年4月に自動更新となります。

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から振替（5月13日支給予定分）

◎事務局へ持参（随時受付しています）

【ご注意】

更新後、会費未納者が会費納入期限（5月31日）を過ぎて退会

されますと、会費納入義務が発生しますのでご注意ください。

スーパーの清掃

病院の清掃① 病院の清掃②

グループホームの
世話人

場 所：京阪京橋駅から徒歩10分

就業時間：原則7：00～16：00（7時間）が2日

就業日：2日就業・2日休みの繰返し

配分金：7,308円/業務（7時間）

※電車通勤が可能な人

（交通費支給） 担当：西尾

まず安全！！ 男気だすのも ホドホドに 長田 忠男 会員

場 所：寺方本通2丁目

就業時間：7：30～10：00(2.5時間)

配分金：2,145円/業務

土日祝関係なく、2人でローテーション

担当：川口

場 所：大庭町

就業時間：20：00～9：30

就業日：日曜日（週1回）

配分金：12,500円/業務

担当：川口



◆センターの活動報告

平成28年4月分会員就業実績表

受注件数 148件

月間就業実人員 976人

月間就業率 69.7％

1日平均就業人員 625.1人

1日平均就業時間 3.2時間

1人月平均就業日数 14.1日

契約金額合計 45,732,692円

請負事業 配分金 40,036,096円

事務費 5,410,819円

材料費 285,777円

介護保険事業 受注件数 95件

契約金額 4,241,814円

障がい者
総合支援事業

受注件数 30件

契約金額 1,485,847円

事 故 統 計

3月 27年度累計

傷害 賠償 傷害 賠償

就業中 1 0 8 3

就業途上 0 0 3 0

合計 1 0 11 3

月 日 会議名 内容

3月 9日 第三期中期計画策定委員会 計画案の決定

3月15日 総務財政部会
役員合同研修会の反省・改善点、27年度決算見込み、28年度予算
案について

3月16日 仕事別ｸﾞﾙｰﾌﾟ別内容説明会 13名参加

3月16日 事業部会 実績・各種委員会報告、未収について、他

3月24日 理事会 一面に掲載

3月25日 ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会・職域委員会 シルバーフェアの反省、淀川マラソン・シルバーカフェについて

3月29日 安全対策委員会 事故報告、各職群班の取組み状況について

●各種会議報告

●実績報告

●事故報告
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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点を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。

4月は 女性部の作品 です。

プルタブ収集の報告

3月度のプルタブ収集は 21 ㎏でした。

ご協力ありがとうございました！

第43回ＭＳＧ会コンペ結果報告
優勝：藤原 侃

準優勝：松木 光治

第3位：板屋 一善

次回のコンペ予定日は5月18日頃です。

ご参加お待ちしております♪

地域班長の交代

新 任： 庭窪東161班 渋川 道男 氏

よろしくお願いします。

退 任： 鳥羽 トシ子氏

ありがとうございました。

3月 事故報告 1件
就業中の傷害事故：
植木の剪定作業中、枝を切ったときにハシゴにあたり
衝撃で転落。落下し、左側の頭、頬、腰を強打。

派遣事業 派遣件数 25件

金額 2,819,537円

会員数合計（4月1日時点） 1,401人

内訳 男性 836人

女性 565人

個人賛助会員 男性18人・女性15人
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あなたの地区の

です。

◆イベント情報

・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： 4月20日(水) 5月9(月)

午前10時～

場所： シルバー人材センター2階
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・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： 4月1日（月）、5月10日（火）午前10時～午後3時

場 所： シルバー人材センター2階

◆同好会のお誘い

先月号で募集した同好会についてさっそく設立の申し出がありました。現在同好会メンバーを募集してい
るのは下記の3つ。同好会の設立、参加に興味のある方は守口市シルバー人材センター 南野 までご連絡を。

毎年、シンビジュウムを育てている

植木班の安松氏を中心に参加される

方を募集します。

植替え株分けを行った後も定期的に

成長具合のチェックをするので植物

を育てたことのない方でも安心して

ご参加いただけます♪

来年の冬には華麗な

シンビジュウムを

たくさん咲かせましょう

シンビュジウム愛好会 詩吟同好会（仮）将棋同好会（仮）

シンビュジウム

将棋同好会に参加しませんか？

今なお根強い人気を誇る日本の

伝統文化の一つ、将棋。

切磋琢磨しながらみんなで楽しく

上達していきましょう！

経験のない方でもルールを

お教えしますので、

振るってご参加

ください♪

詩吟同好会に参加しませんか？

「詩吟」とは漢詩を読み下したもの

に一種の節をつけ、詠うものです。

その歴史は長く、さかのぼれば明治

時代にまでなります。

また、複式呼吸による発声方法から

近年では健康面でも注目されている

そうです。

新しい趣味をお探しの方、ぜひ詩吟

同好会にご参加ください♪

★第20回もりぐち桜まつりでは女性部がバナナドッグとチヂミの模擬店を
園芸班が子供たちのゲームの模擬店を出店します。ポップコーンのおまけつき♪

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 4月8日(金) 13日(水) 21日(木) 27日(水)

いずれも10：00～16：00
センター2階

着付け教室 4月4日(月) 18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 4月25日(月) 13：30～ センター2階 会員例会

第20回もりぐち桜まつり 4月9日（土）午前10：00～ 雨天10日に順延 下島公園

さくら広場の特別開園 4月1日（金）～4月10日（日） さくら広場

シルバー人材センターマスコット
チエブクロー


