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当 面 の 予 定

●

３月１日（月） 就業報告書受付
鶴川作業所（ 時〜 時）
堺市民センター（ 時〜 時）
２日（火） 就業報告書受付２月度最終日
日（木） 定例日研修（９時 分〜 時 分）
就業相談会（ 時 分〜 時）
日（月） 入会説明会（９時 分〜 時 分）
日（水） 忠生地区出張入会説明会
（９時 分〜 時 分）
日（水） 配 分 金 支 払 日
日（木） 就業相談会（ 時 分〜 時）
日（水） 就業報告書受付
４月１日（木） 就業報告書受付
鶴川作業所（ 時〜 時）
堺市民センター（ 時〜 時）
２日（金） 就業報告書受付３月度最終日
６日（火） 入会説明会（９時 分〜 時 分）
定例日研修（ 時 分〜 時 分）
８日（木） 定例日研修（９時 分〜 時 分）
就業相談会（ 時 分〜 時）
日（木） 就業相談会（ 時 分〜 時）
日（金） 配 分 金 支 払 日
日（金） 就業報告書受付
５月６日（木） 就業報告書受付
鶴川作業所（ 時〜 時）
堺市民センター（ 時〜 時）
７日（金） 就業報告書受付４月度最終日
入会説明会（９時 分〜 時 分）
定例日研修（ 時 分〜 時 分）
日（木） 定例日研修（９時 分〜 時 分）
就業相談会（ 時 分〜 時）
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緊急事態宣言期間中の定例日研修や就業
相談会などは中止とさせていただきます。
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公益社団法人

2021年（令和３年）３月（1）
銀齢だより

発行 公益社団法人 町田市シルバー人材センター
編集 広報活動委員会
〒194-0022 町田市森野１-１-15
（わくわくプラザ町田）

春爛漫

ここから始まる
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銀齢だより
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コロナ禍で昨年11月に初めて体操の国際大会が開催されました。出場した内村航平選手
は、閉会式の挨拶で、東京五輪開催に否定的な声が多い世論調査のニュースを見て、「80％を
超える人が、五輪ができないんじゃないかと考えているのは、非常に残念。できないではな
く、どうやったらできるか、そういう方向に考えを変えて欲しい。できる方法は必ずあるは
ず。どうかできないとは思わないで欲しい」と語っていました。
しかし、昨年末からの感染者数の増加は、驚くばかりの状況で、東京都には神奈川・埼玉・
千葉・栃木・愛知・岐阜・大阪・京都・兵庫・福岡を含め、緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態宣言の発出により、シルバー人材センターでの会議なども、全てリモートか中止
の決定がなされました。昨年の緊急事態宣言後の就業報告書の提出時には、わくわくプラザ
町田の玄関で転んだと顔面に血を流して来た会員の姿もありました。人との接触を減らす為
に、出かける回数が減ると、運動不足になり、転倒のリスクが増加します。
『コロナに負けるな』と書かれた看板が、自宅の近くに立てかけてありました。一人で頑張
らなくてはと思うと、中々荷が重い気がしますが、先日見たラグビーの試合では、味方の選
手が相手に捕まったら直ぐに、次から次へと代わりの選手がフォローに入り、困難な状況を
突破していました。
免疫力は、年齢とともに低下するそうです。免疫力を高めるためには、バランスの取れた
食事と、適度なウォーキングなどの有酸素運動と筋トレ、質の高い睡眠の確保が必要です。
『コロナに負けない』ように、一人ひとりが、癌細胞やウイルスと戦ってくれるナチュラル
キラー細胞を増殖させましょう。
東京五輪の開催を含め、皆でコロナ禍の克服に向けて、諦めずに少しずつでも前に前に
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進められるように努力していきましょう。

お詫びと訂正

令和３年会費について

令和３年度標準単価決定

口座引き落としの方は４月23
日（金）に 引 き 落 と し さ れ ま す。
引き落とし手続きをされていない
方は６月が納入期限となっていま
す。窓口での現金取扱を軽減する
ことで、コロナウイルス感染症リ
スクを下げることが出来ますの
で、趣旨をご理解いただき、引き
落とし手続きにご協力をお願いい
たします。
（３月25日手続き締切）

都の最低賃金額が引き上げられなかったため、今年度
と同額の１時間あたり原則990円となりました（公園除
草など請負形式は対象外となります）。

就業報告書の受付について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送又はFAX
による提出を受け付けております（詳細は前号）
。又ご持参
い た だ く 場 合 に は 本 紙 の み の 提 出 で 構 い ま せ ん。尚、
現在接触機会を減らす目的で、受付印を省略しています。

No243「地区担当員・班長・副班長 名簿」にて掲載したお名前に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
鶴川地区 大蔵町（西） 班長
（誤）木村 伸生 → （正）木村 伸夫
堺地区 担当委員
（誤）佐藤 吾一 → （正）佐藤 五一

銀齢だより

2021年（令和３年）３月（3）

専門委員会活動
総務委員会

意思の疎通のお願い

新型コロナウイルスの第３波が襲来し、我々を取り
巻く環境は、非常に厳しい事態に陥っています。言う
までもなくその１つが行動の制限であります。会員の
皆さまが一堂に会し意思の疎通を図ることが出来ない
状況にあるので、班長が会員を集めての業務の伝達、
日常生活の確認等を、相手の顔を見ながらすることも

適正就業・事業推進委員会活動

当センター会員条件は町田市在住、60歳以上で健康
かつ働く意欲を持ち、就業機会を受ける事を希望する
方としています。
『目的』 生活の充実、健康作り、生き甲斐の充実や
ボランティア活動を含む地域社会への貢献を
目指す
『理念』 ①「自主・自立」自らが創意努力工夫し、仕事
の創出、受注を開拓する
②「共働・共助」仕事を分かち合い、助け合う
考え方がある

広報活動委員会

コロナ禍に負けないシルバーです

令和時代になり、新たな社会の扉が拓けるものと期
待しましたが、新型コロナ感染症拡大により、10都府
県の緊急事態宣言の再発令が３月７日まで延長する
ことになりました。コロナ感染発症の１年間は季節感
を味わうこともなく、コロナの話題一色でした。人と
の交流が少なく、笑顔も会話も交わすことのない生活
を誰が予想したでしょうか。この沈んだ重い空気を一
掃するのは、寒い冬を耐え忍んだ春の訪れです。花木

安全管理委員会

事故が多発しています

令和２年度１月末時点での事故状況をご報告いたし
ます。
傷害：13件（転倒・転落５、蜂・虫刺され４、チェー
ンソーによるケガ１、めまい・熱中症１、打撲
による拇指神経損傷１、追突され打撲１）
賠責：10件（植木剪定４、除草１、屋内清掃１、家事
援助１、公園除草１、駐車場管理１、学校清掃１）

ボランティア委員会

文房具を贈りたいボランティア事業

日頃ボランティア活動に参加されている方々ありが
とうございます。
市内の必要としている子どもたちに文房具を贈る、
ボランティア事業名が決まっていませんでした。そこで
委員会として標記の「文房具を贈りたいボランティア
事業」と名称を定め、理事会に報告したところです。
緊急事態の中でボランティア活動も自粛が続いてい

編集
後記

難しい状況です。しかし、１対１で電話等にて連絡し、
要件の伝達、必要事項の確認をすることは可能です。特
別業務がなくとも日に何人かを決めて連絡し、意思の疎
通を図り会員を孤立させないこと（特に同居家族がな
く１人で生活している会員）が、大切なことですので、
これを班長にお願いします。
就業形態・仕事の引き受け方については、個人事業
主としてする「請負・委任」と労働者として働く「派遣」
があります。
コロナ感染拡大により就業機会が減少しています。
町田市全域にて実施する各91班長掌握の定期的な就業
として、「ちょこっと共済パンフレット配布」「春・秋
の各地域公園除草」「ゴミカレンダー配布」「配布先
限定のゴミ袋配付」があります。就業を希望される方
は是非、各地域班長に連絡してください。

が精いっぱい咲き誇る情景は、コロナ禍の私たちの生
き方にも同じで「くじけない」
「精一杯生きる」ことの
逞しさを示唆しています。先の見えない不安の解消に
はお互いの信頼関係が必須で、信頼ができれば安心が
生まれます。広報活動委員会は正しく信頼される情報
をこれからも会員の皆さまに届けます。

“ここから始まるみんなのチカラ 頑張りましょう”

お願い

＊身 体 能 力（体 力、注 意 力、記 憶 力、疲 労 の 回 復 力
等々）の低下を意識した危険予知行動を！
＊機械・器具（刈払い機、チェーンソー等）の安全使用
基準の遵守を！
＊安全心得10か条の遵守を！

“事故なしで、体も心もいきいきと”

ることから、体調不良になっていませんか。天候を
見計らって時には外に出て、思いっきり陽を浴びるの
はいかがでしょうか。
花の季節も間もなくです。深呼吸して軽く体を動か
し、周りを気にしつつも外気に触れて、家に帰ったら、
うがい手洗いを忘れずに！

１月再度発令された緊急事態宣言を受けて『銀齢
だより』の取材や編集会議を開催できなくなりました。
３月号の発行についても一度は見送ることも検討
致しましたが、会員の皆さんへの情報伝達を第一に、
そして少しでも心が休まる記事を提供するため紙面

を減らして発行します。４頁構成は驚かれたと思い
ます。編集会議も委員会の仲間の協力を得てリモート
で開催、またその回数も減らすことで対応できました。
今回お伝えできなかった内容については次号以降に
て掲載いたします。
（広報活動委員会委員長）
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銀齢だより

ちょっといい話

昨年11月11日に、皆さまから寄付していただい
た文房具の中からノート300冊と鉛筆100本を町
田市社会福祉協議会様に寄贈させていただきました。
贈呈式は『銀齢だより第243号（2021年１月発行）』
にも掲載しております。
11月30日、こどもの学習支援を行っている「こども
応援教室まちだ」代表 生地 陽（おいちあきら）様から
「鉛筆とノートのご寄付への御礼」が届きました。
以下に御礼の一部をご紹介いたします。

ノートとえんぴつをくれてありがとうございました。
大切に使います。健康でいてください!!

「私達は生活困窮世帯のこども、軽度発達障害のあるこども

の学習支援を６年間行っております小さなボランティア

グループです。町田市社会福祉協議会を通じて、みなさま

の善意のノートと鉛筆をいただきました。心から感謝申し

上げます。小学生の女の子は勉強を始める前にいただいた

鉛筆を勉強の途中、何度も取り出して眺めていました。

本来、お礼にお伺いしたいところですが、お手紙にて失礼

いたします。こどもたちの感謝のカードを同封いたします」
心温まるお手紙をいただき、みんなの心が病んでいる今だから
こそとても癒されました。この手紙はわくわくプラザ町田２階
の町田市シルバー人材センター受付カウンター前の壁面に貼り
だしてあります。

ノートとえんぴつ ありがとうございました!!!
勉強に使いたいと思います！勉強、頑張ります！
おからだに気を付けてください！
数学が苦手な者より

いきいき倶楽部 LIKE YOU☆
フィットネスとカルチャーの融合倶楽部！

癒

楽

見

・ヨガ ・コアストレッチ ・うたごえ ・シャンソン
・ウォーターマッサージベッド・テニスエクササイズ
・カラオケ・フラダンス･打楽器
・俳句 ・絵手紙・介護アロマ
リハビリ デイ スタジオ
など13プログラム
「Rise Labo」ライズ ラボ
月会費￥4,500（税抜）

問合

先 無料体験

町田市森野1-30-8 2F

３月に併設新規オープン！

042-860-7355

社会福祉法人 竹清会

お申し込みは

和光大学ポプリホール鶴川 催し物 042-728-4300

若き演奏家による

水曜午後の音楽会
第79回

望月 晶 ピアノリサイタル

予定曲目
リスト：愛の夢 第３番
リスト：ピアノソナタロ短調 他

3月17日㈬ 14:00開演（約１時間）
入場料 1,000円

発売中

6才～

