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「シルバー人材センター普及啓発活動」の効果を活かして

健康・生きがい・そして働く喜びの輪を広げましょう！
10 月は「シルバー人材センター事業普及啓発月間」として、会員の皆さまには、チラシ配布、清掃ボランテ
ィアなど様々な啓発活動に取組んでいただきました。
その効果として 11 月の入会説明会には、この時期には珍しく 32 名の申込みがあり、26 名の参加がありました。
10 月末現在の会員数は 1,331 名（昨年同月より 21
名減）と、会員数の増加まであと一歩です。
会員の皆さま。
「会員紹介カード」による会員紹介、
「会員募集チラシ」のポスティングなど、どうか皆さ
まのできる範囲で、会員拡大活動への協力をお願いし
ます。

センターでは、久留米市内の主な企業等を訪問し、
退職予定の方々にシルバー人材センターの紹介と入
会の勧誘をお願いする活動を行います。
この活動に併せ、退職予定の方々などを対象に、シ
ルバー人材センターのあらましや働き方、仕事の内容
などを分かりやすく紹介する「お仕事説明会」を開催
いたします。
せっかくの機会ですので、会員お一人お一人、ご近所
の方やお知り合いの方に、案内いただきますようお願
いします。

ｗ

○名
称 シルバー人材センター「お仕事説明会」
○案内対象 企業等を退職予定で、今後の生き方の
一つとして「シルバー人材センター」に関
心のある方
○開催日時 平成 29 年 2 月 4 日(土)13:30～
○会
場 シルバー人材センター2 階研修室
○そ の 他 参加希望の方は事前申し込みをお願い
します。

申込・問合せ：☎ 0942-35-5229
（事務局担当：野口・大熊・森）

※「会員募集チラシ」や「会員紹介カード」が
不足する場合は、本部、東部・西部出張所へお
申し出ください。
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派 遣 会 員 募 集
（１１月１８日現在）
“派遣”の仕事をしていただける会員さんを募集しています。

◆担当：森・大熊

時間が許せば、請負の仕事をしながらの就業が可能です。

☎0942-35-5229

空いた時間を有効に活用しませんか？ まずは事務局までご相談ください。
T１

T2

学生寮の清掃・洗濯等

【就業先】私立高等学校中学校

【就業先】鶏卵洗浄選別工場

（野中町）
【内

容】学生寮の清掃・洗濯など

工場内清掃

T3

【就業先】ガソリンスタンド

（藤光町）
【内 容】工場内床清掃

自動車整備補助（GS）

（東櫛原町）
【内

その他付随する業務

容】自動車整備士補助
（３級以上）

【時間給】800 円（交通費別途）

【時間給】1,000 円

【時間給】900 円

【その他】就業日：月～土（日祝休

【その他】就業日：平日・土日祝

【その他】就業日：平日・土日祝

み）
（シフト制）
9:00～15:00（1 時間休憩あり）

（シフト制）
17:30～19:30

① 9:00～13:00
② 14:00～18:00

【募集人員】５名

【募集人員】

※60 歳代の方募集

※食品工場勤務経験者

T 4 商品陳列・イベント広場設営等
【就業先】道の駅

T6

②２名

商品仕分け

【就業先】総合食品商社
(東合川)

（西町）

容】商品陳列(農産物等)、

【内 容】送迎

【内

イベント広場設営等

【時間給】1,000 円（交通費別途）

（ピッキング作業）

【その他】就業日：平日・土日祝

【時間給】765 円（交通費別途）

【時間給】800 円
【その他】就業日：平日・土日祝
（シフト制）
7:30～11:30

（シフト制）

【募集人員】

(日曜休み)

送迎業務

【就業先】病院
（三潴町）
容】送迎

T8

【募集人員】①1 名
※現在 9 名在職中

【その他】就業日：平日・土日祝
（シフト制）
① 8:00～9:30

② 11:00～15:00
②1 名

※現在 1 名就業中

T9

レンタル機材洗浄作業等

米検査の助手

【就業先】建設機材レンタル業

【就業先】米穀問屋

（佐賀県三養基郡上峰町）

（三潴町）

【内 容】レンタル建設機材の洗浄、 【内

【時間給】1,000 円（交通費別途）

錆取り、色塗、作業用脚立の破損チェ
ック及び付随作業

容】米穀等原料の投入、

米検査の助手
【時間給】850 円

【時間給】833 円

【その他】就業日：平日(土日祝休み)

【その他】就業日：月～金（土日祝休

② 16:00～17:00

み）
（シフト制）

（シフト制）
① 8:00～12:00

②13:00～17:00

10:00～16:00(1 時間休憩あり)

【募集人員】 ２名
※60 歳代の方募集

① 8:00～12:00

２名

※60 歳代の方募集

T7

容】倉庫内にて商品仕分け

【その他】就業日：平日・土日祝

① 8:00～10:30
② 15:00～17:00

【募集人員】２名

【内

【募集人員】①２名

送迎業務

【就業先】病院

（善道寺町）
【内

２名

T5

（シフト制）

※現在 4 名在職中

【募集人員】

１～４名

※60 歳代の方募集

※現在５名就業中

※日々内容変更がありますので、随時、担当にご確認ください。
※申込多数の場合は随時選考させていただきます。
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【募集人員】

①２名

②２名

就 業 会 員 募 集 （ 請 負 ）【１１月１８日現在】
就業（請負）できる会員さんを募集しています。
下記以外にも、就業できる仕事があります。

連絡は

☎0942-35-5229

就業について、気軽に事務局までご相談ください。
就業募集内容

域

募集人員

市内全域

数 名

普通免許保持者・経験者

小森

除草班員

市 内

数 名

草取りが好きな方

小森

剪定班員

市 内

数 名

興味のある方
未経験者の方でも指導します。

吉岡

ホテルでの食器洗浄・片付け

広 又

女性 1～
２名

16:00～22:00
月 10 日以内 ローテーション就業

吉岡

農作業

市 内

数 名

耕運機をお持ちの方で家庭菜園のお手伝い
ができる方

富松

ゴルフ場清掃

長門石 男性 1 名

8:00～15:00 又は 16:00 まで
ローテーション就業 月 10 日程度

富松

草刈班員

市 内

興味のある方
未経験者の方でも指導します。

中村

残材・草の回収処理のほか 広報くるめ配 市 内 男性１名
送、看板・自転車撤去業務

ローテーション就業

松尾

マンション定期清掃

荘島町 男性 1 名

8:00～11:00 ローテーション就業

富松

歯科医院内清掃

国分町 女性 1 名

週 2～3 日 7:00～9:30

富松

中学校学校管理

梅満町 男性 1 名

3 名体制 ローテーション就業
※平成 29 年 1 月からの就業です。

松尾

歯科医院内清掃

東 町

月～土 ローテーション就業
8:30～9;30 15:30～17:00(又は 19:00)

富松

ビル定期清掃

通 町 女性１名

水曜日 3 時間

富松

ほうれん草の収穫・揃え作業

北野町 男性 2 名 11 月末～12 月初旬 ローテーション就業
石崎
女性 2 名 8:30～17:00 雨天中止

塗装・左官工事

地

数 名

２名

備

考

担当者

富松

※日々内容変更があります。詳細な内容は担当にご確認ください。

【―情報 BOX―】

―ストップ！ニセ電話詐欺！―

福岡県警情報

医療費などの払い戻しがあると言ってだます

久留米市内で還付金詐欺が連続して発生しています。 犯人は、市役所や保険事務局をかたり
「医療費の還付金を振り込みます」
○犯人はだましのプロです！
「電話番号 0120―×××―××××に電話して下さ
○相手と話さないことが最大の予防になります！
い」などと電話をして、被害者をＡＴＭに誘導させて
電話で「お金」はすべて詐欺！
お金を送金させようとします。
すぐに相談・110 番
① 家族で話し合う ②通話電話録音電話機（装置）を活用する ③地域で声掛け合う
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などの対策も有効です。

☆シルバー世代の車両事故が多発！☆

安全推進部

特にブレーキとアクセルの踏み間違いの事故が多く発生しているようです。
車を運転するときは、自分の体調とよく相談しましょう。
少しでも体調が悪い時は、やめる勇気も必要です。事故の代償は莫大です！
１．事故の発生状況

これからの季節、冬型事故も多くなります

安全ニュース等でたびたび注意をうながしていますが、
10 月になってからも新たな傷害事故が発生しました。
今回の事案は、夜間、就業先から帰宅途中、道路横断中
に車両と接触し負傷したものです。
冬も間近に迫り、日が暮れるのも本当に早くなりまし
た。夜間に外出する場合は、反射材の付いた服を着る、
【事故等発生状況（8 月～）】

反射材のついた「たすき」等を付ける、懐中電灯を
つけたままにして歩くなど、自分の位置を運転者に
知ってもらえるような工夫が必要で、ちょっとした
心配りで事故を防げます。
就業時はもとより、日常においてもお互い気を付
けましょう。

事案

発生月日

場所

就業内容

事故の概要

原因

賠償

８月２９日

東町

駐車場管理

発券機の異常を確認中に、誤った操作により機材を破損

手順不遵守

傷害

９月 ６日

合川

駐車場管理

就業先に自転車で向かう途中に転倒し、左足大腿部を骨
折、手術後入院治療

自転車操作ミ
ス

傷害

１０月８日

南町

軽作業

夜間、就業先から帰宅途中、道路横断中に車両と接触し負傷

車両側の不注意

２．無災害推進キャンペーンについて
7 月 1 日から 12 月 28 日の間「安全就業無災害推進キャンペーン」を実施しています。
今年は 57 チーム 224 名の方が参加されています。キャンペーン終了まで残りわずかとなりました。達成基準の達成に
向け、もう一度初心に立ち返るとともに、チーム一丸となってお互いに声を掛け合い、無災害を達成しましょう。

催し・会議等の予定【12 月・1 月】
12 月
12 月

１日(木) 北部地区地域交流会（西町 1・2 班:10:00～)
北部地区地域交流会（西町1・2・3
1・2 班:10:00～)
１日(木) 北部地区地域交流会（金丸
１日(木)
班:10:00～)
１日(木) 第北部地区地域交流会（金丸
６日(火)
6 回広報委員会(13:30～) 1・2・３班:10:00～)
６日(火) 第第4 6回総務部会(9:30～)
回広報委員会(13:30～)
８日(木)
12日(月)
日(月) 入会説明会(9:30～)
入会説明会(9:30～)
12
14
日(水)
回理事会（15:00～）
14 日(水) 第第3 3回理事会（15:00～）

金丸校区コミュニティセンター
シルバー会館
1 階会議室
シルバー会館 21 階研修室
階会議室
シルバー会館
シルバー会館 22 階研修室
階研修室
シルバー会館
シルバー会館
2
階研修室
シルバー会館 2 階研修室
シルバー会館 22 階研修室
階研修室
シルバー会館
シルバー会館 22 階会議室ほか
階研修室ほか
シルバー会館

26日(月)
日(月) 新入会員研修会(9:30～)
新入会員研修会(9:30～)
26
※１日～28日(水)
日(火) 介護職員初任者研修
介護職員初任者研修
※１日～28

1月
１月

シルバー会館 2 階研修室
シルバー会館 2 階研修室
金丸校区コミュニティセンター

専門部長会(14:00～)
日(木) 入会説明会(9:30～)
105日(火)
日(金) マンション管理講習会(4
入会説明会(9:30～)
16 10
日(月)～
日間：10:00～17:00)
16
マンション管理講習会(4 日間：10:00～17:00)
19日(月)～
日(木) ※県シルバー人材センター連合会主催
19日(木)
日(木) 西部地区荒木大善寺地域班親睦交流会(13:30
※県シルバー人材センター連合会主催
19
～)
19日(金)
日(木) 東部地区北野地域班合同交流会(10:00～)
西部地区荒木大善寺地域班親睦交流会(13:30 ～)
20
21日(土)
日(土) 南部地区地域交流会(東国分
南部地区地域交流会(東国分1～4
1～4班：13:30
班：13:30～)
～)
21

シルバー会館 21 階研修室
階会議室
シルバー会館
シルバー会館 22 階研修室
階研修室
シルバー会館
シルバー会館 2 階研修室
大善寺校区コミュニティセンター
北野生涯学習センター２階
東国分校区コミュニティセンター
東国分校区コミュニティセンター

25日(水)
日(水) 南部地区地域交流会(津福
南部地区地域交流会(津福1～4
1～4班・南
班・南1～3
1～3班：10:00～)
班：10:00～) シルバー会館
シルバー会館 22 階研修室
階研修室
25
※5日(木)～25
日(木)～25日(水)
日(金) 介護職員初任者研修
介護職員初任者研修
実習・シルバー会館 22 階会議室ほか
階研修室ほか
※5
実習・シルバー会館

4

