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安全就業標語

“まだ若い” はやる気持ちは命とり 空を見上げてひと呼吸
北守谷B班 花野井 稔会員

＊入会資格は市内在住で、原則 60 歳以上の健康で働く
　意欲のある方
＊入会手続きの前に必ず「入会説明会」を受講していた
　だき、当センターの趣旨や目的に賛同された上で、入
　会のお申し込みをお願いいたします。

11月・12月の入会説明会日程11月・12月の入会説明会日程
日時：11月10日(木)・24日(木)
　　  12月 ８日(木)・22日(木)
　　  13：30～15：00頃
場 所： 当センター会議室（本町622-2）
　　　TEL 0297-48-8591

日時：11月10日(木)・24日(木)
　　  12月 ８日(木)・22日(木)
　　  13：30～15：00頃
場 所： 当センター会議室（本町622-2）
　　　TEL 0297-48-8591

公民館での受付業務

放置自転車の移動作業
定年後のデビュ

ーの窓口に

シルバー人材セ
ンターを

ご活用ください
！

定年後のデビュ
ーの窓口に

シルバー人材セ
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ご活用ください
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　本年、当センターは社団法人化して 20 年、公益社団法
人になってからは 10年の節目の年にあたります。
　これまでの主な活動内容を写真で振り返りました。

H02.12.19　守谷町ミニ・シルバー人材
　　　　　　センター創立、大和田仁理事長
　　　　　　就任、会員 31人
H05.01.25　会田真一理事長就任
H10.07.10　もりやシルバーだより創刊
H10.10.01　守谷町シルバー人材センターに
　　　　　　改称、会員 126人
H11.02.05　新守谷駅前・南守谷駅前の清掃
　　　　　　ボランティア開始
H14.12.01　社団法人守谷市シルバー人材セン
　　　　　　ター設立、安藤克治理事長就任
　　　　　　会員 255人
H15.04.01　高橋豊直理事長就任
H22.04.01　一ノ瀬洵理事長就任
H24.04.01　公益社団法人としてスタート
　　　　　　会員数 366名
H24.04.01　指定管理者制度に基づく公民館管
　　　　　　理運営開始
H26.05.16　守谷市公園等里親事業で守谷駅東
　　　　　　口花壇の管理を開始
H26.08.11　事務所移転
H26.11.01　見守り活動等協力事業所開始
H27.03.01　利根川クリーン作戦に初参加
H27.04.01　派遣事業開始
H27.04.28　重傷事故ゼロ記録 1000 日を達成
H28.01.19　結城市 SCと交流会開催
H28.01.20　稲敷市 SCと交流会開催
H29.12.02　家事支援制度研修会の開催
H30.06.30 　「ようこそ守谷へ」に出展
H30.09.28　 「守谷市商工まつり」に出展
R01.05.22　高力庸吉理事長就任
R01.11.18　地域班・親睦会合同交流会
R03.03.27　地域班・親睦会合同交流会
R03.06.23　豊谷如秀理事長就任
R03.11.19　守谷市公園等里親事業で守谷駅東
　　　　　　口の花壇植栽ボランティア活動と
　　　　　　して規模拡大してスタート

当センター　　 年の歩み20

見守り活動協力事業所H26.11

稲敷市 SCと交流会H28.1

高齢者向け料理教室 H26.11

守谷駅東口花壇の管理H27.5

利根川クリーン作戦H29.3

守谷市商工まつり H30.9

家事支援制度研修会H29.12

地域班親睦会合同交流会R1.11 花壇ボランティア活動R3.11

ようこそ守谷へH30.6

現事務所H26.8 旧事務所H23.3
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　今号では植栽のうち「草刈り」の仕事に従事している、星川榮治班長から日頃の仕事
の様子を伺いました。

星川班長談：
班員の構成と就業理念： 『班員は 心一つに 安全作業を！』をモットーに、安全就業を第一に掲げ、
　日々、草刈り作業をしています。現場は市庁舎、公民館、小規模公園などの公共用地で機械式
　除草を行っています。就業時期は 4 月～ 11 月、メンバーは班長以下 7 名、平均年齢は 72 歳、
　経験年数は平均 5.5 年で最長 14 年から最短 2ヶ月の会員が混在していますが、年々高齢化が
　進んでいます。
安全・事故防止対策： 現場下見の重要性を自覚し、作業前に自分が担当するエリアを綿密に

チェックし、実情にあったリスク低減措置をとるようにしています。
飛石対策では刈払機の刈刃をほとんど石飛びしない「岩間式ミラクル
パワー」に替え、万が一に備えた防護ネットの設置も行っています。
草刈り作業は高齢者にとって重労働となるので、おおよそ 60 分（夏
場は 30分）ごとに休憩をとるなどして安全に作業を進めています。
きれいになった現場を後に、無事故に感謝しつつ帰路につく毎日です。

私たちは草刈りの仕事でがんばっています

星川班長

飛石軽減刈刃岩間式ミラクルパワーを使用

難所除草作業 星川班の皆さん
（左から高橋，村田、山本，星川，飯島，柊迫，広瀬の各班員）

飛石防護ネットの設置
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◆安全パトロールを実施
◆安全就業推進大会に参加

★★入会促進のPR活動を行いました★★

　8 月 24 日（水）、安全対策委員による安全
パトロールが実施され、作業内容としてヘル
メット、ゴーグル、安全帯等の着用状況、道
具の管理、三脚梯子の適切な使用方法などを
確認しました。

　７月７日（木）、水戸市の茨城県総合福祉会
館で、茨城県シルバー人材センター連合会主
催の令和４年度安全就業推進大会が開催され、
当センターより、安全対策委員、役員および
事務局の合計４名が参加しました。

　10 月 4 日（火）、つくばエクス
プレス・関鉄常総線守谷駅と 10 月
5 日（水）、守谷市シニアスポーツ
大会会場において、当センター役
員は会員募集・ちょこっと仕事人
紹介のチラシ入りウエット・ポケッ
トティッシュを市民の方々に配布
する活動を行いました。

　７月８日（金）、守谷市市民活動支援センターにおいて
豊谷理事長は、「もりや市民大学総合コース（守谷を知る
コース）」の５回目の講座を担当し、講演しました。
　講演の概要は次の通りでした。
　　１．守谷市と当センターの結びつきについて
　　２．シルバー人材センターの仕組み・目的
　　３．当センターでの具体的な就業内容について
　受講生の皆さんからは、いくつかの質問がありました
が、当センターの活動内容が十分理解して頂いたと感じ
ました。

安全就業コーナー

豊谷理事長、もりや市民大学で講演をしました

講演する豊谷理事長

写真は龍ケ崎市SCによる安全就業の取組の事例発表の
様子と当センター出席者です。

高所作業の安全確認

草取り作業の安全確認

剪定作業の安全確認

道具の整理整頓の確認

守谷駅広場にて シニアスポーツ大会受付にて
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作業日報提出時の注意事項等について

作業日報提出時の
注意事項

就業先締日の種類

年会費の支払い

作業日報は就業先への請求書および配分金計算のもととなる非常に重要な報告書です。
① 就業先、会員番号、氏名、日数、時間数は忘れずに、正確に確認してください。
② 就業先の作業日報締日の翌日に事務局に持参願います。
6月支払いの配分金においては、当センター年会費1,200円と親睦会年会費300円の
合計1,500円が控除されます。また、6月に配分金の支払いがなかった会員（未就業者）
につきましては、会費の控除ができませんので、1,500円を事務局までご持参願います。
配分金の支払日の前月の１０日、１５日、２０日、２５日、月末日等、就業先により異なります。

配分金の振込日

派遣給与振込日

配分金の振込日は、原則として毎月１５日です。
ただし、１月と５月は１７日です。（配分金規程による）

派遣の給与振込日は毎月１５日です。

振込日が土・日・祝日の場合は、
順次繰り下げた平日になります。

会員のひろば会員のひろば

佐伯俊郎 会員

　今日はカボチャを収穫中の佐伯
会員を突撃訪問しました。
　佐伯俊郎会員は、守谷市最北部
の大山新田で家庭菜園での野菜作
りに余念がない。日当たりの良い、
約 200㎡の畑に落花生、生姜、ゴー
ヤ、モロヘイヤ、さといも、長ネ
ギなど多くの野菜を育てていまし
た。

　まもなくインフルエンザ流行の季節がやってきます。インフルエンザの
予防方法は、流行前に予防接種を受けることが大切です。
　守谷市では 10 月 1 日（土）から令和 5 年 1 月 31 日（火）までにイン
フルエンザの予防接種をする方は、市内協力医療機関で、接種費用の助成
を受けることができます。
　接種方法・費用・持ち物等、詳細につきましては、広報もりや 9月 10日号または
守谷市保健センター（TEL０２９７－４８－６０００）へお問い合わせください。

（守谷市広報資料より）

　９月 24 日 ( 土 ) に計画しました地域班・親睦会合同交流会（前半：フレイル
予防健康体操、後半：輪投げ大会）は、新型コロナウイルス感染第７波の影響を
受け、中止になりましたことをお知らせいたします。

家 庭 菜 園

インフルエンザ予防接種についてインフルエンザ予防接種について

地域班・親睦会合同交流会の中止について

９月５日　地域班担当理事 勝村秀樹
　　　　　親睦会会長 渡部正章

収
穫
野
菜
の
一
部

佐伯ファーム全景

収穫のかぼちゃを抱えて
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TEL 0297-48-8591
お気軽に事務所にお問い合せください。

守谷市シルバー人材センター
公益社団法人

お仕事を依頼したい皆様へ
①公益的な団体です。営利を目的にしていないので安心して仕事をお任せいただけます。
②仕事は基本的に請負又は委任契約ですが、発注者の社員との混在就業や発注者の指揮命令の下で
　就業する場合は派遣契約になります。（なお、仕事の現場は、原則守谷市内に限ります。）
③作業できる会員がいない場合は、お断りすることがあります。
④高齢者の就業ですので、危険・有害な仕事はお引き受けしておりません。
⑤ご相談、お見積りのうえ、契約を結びますので、お気軽にお電話をお願いします。

剪
定
・

除
草
等

段ボールの整理
網戸の清掃
家周りの整理
敷地内の側溝清掃

本棚・組立家具等の組立て
フローリング床への張替え
グリーンカーテンの取付け
花壇のレンガ積み修理
絵画等の取付け
ドアの蝶つがいの調整
すだれ用フックの取付け
ウッドデッキの解体・補修

玄関前のコンクリ階段増設
物置の壁板修理・屋根波板交換
高所カーテンの取付け・取外し
階段・廊下等手すりの取付け
ふじ棚の製作
蛍光灯・電球等の交換
住宅用火災警報器の取付け

作業内容 （料金は事務費・税込みの目安です。材料費等はお客様負担となります。）

ウッドデッキ補修の料金例
1 人 1時間 2,200 円より

修
理
・
工
作

玄関周りの清掃
料金例
1 人 1時間
 1,100 円より

清
掃

家周りの枯葉・落葉の清掃
池の葉の除去
イベント会場の清掃

刈払機による草刈り
鉢植を地植にする
庭木・花壇の水やり
花壇の土つくり

隣地はみ出しの枝切落し
伐採（太さ20cm以内）

庭木の剪定
料金例
1 人 1時間
 1,500 円より

移
　
動

他

空
家
等

見
守
り

家具・冷蔵庫等の移動 イベント手伝い
チラシ配り

お引受け
できない
仕事の例

①危険な作業（フォークリフト等の作業、高木の剪定作業、除草剤作業、ハチの巣除去等）
②高度な仕上げのレンジ・エアコン等の清掃、高度な大工仕事、ベビーシッター等
③人や荷物の車による運搬（道路運送法等） 
④電気工事（電気工事業法等）
⑤人や車の交通誘導・警備・監視業務（警備業法）

空家･空地の
見守り料金例
1 回 1,100 円より

粗大ごみの搬出
料金例

（屋内→玄関先）
1人1回 2,200円より
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お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

蛍光灯の交換、荷物の移動、掃除、草刈りなどが、自分で出来ない
しかし専門業者にお願いするほどでもない、だけど頼める人がいないなど

小さなお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
お役に立てる『シルバーちょこっと仕事人』がお伺いします。

（公社）守谷市シルバー人材センター ☎0297-48-8591


