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青葉が美しく、澄み渡るように晴れた爽やかな日が続いておりますが、熱中症が懸念される季節

になりましたので、喉が渇く前に水分補給を行い、体調管理に充分お気を付けください。 

 当センターは、カレンダー通り５月３日(火)から５月５日(木)まで休業です。 

 就業報告書は、「会員就業規約第４条．２」により、業務終了後１週間以内にセンター事務局

へ提出することとなっております。４月の就業が終わりましたら、速やかにご提出をお願いいた

します。提出が遅れた場合、５月２５日(水)の配分金及び給与のお支払いができませんので、ご

注意ください。 

 なお、休業期間中にＦＡＸまたは事務局玄関右側に設置の郵便ポストに投函いただいても構い

ませんが、現金の投函はできませんので、営業時間内に職員に手渡しを厳守していただきますよ

うお願いいたします。また、ご来所にて就業報告書を提出される場合は、事務局内カウンターに

回収ボックスを設置しておりますので、ぜひ、ご利用ください。 

※ 連休中の事故等の連絡について、事前に担当職員と打ち合わせをお願いいたします。 

 

 

 令和4年度定時総会の開催を下記により予定しております。定時総会は、令和３年度事業実績や

収支決算等をご審議いただく重要な会議です。新型コロナウイルス感染予防の観点から、開催方

法や場所については、今後の状況等を踏まえながら決定いたします。詳細が決まりましたら、開

催案内にて改めてご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

※ 総会の議案書は、事務局だより６月号と共に５月２５日（水）に配布予定です。 

 

 

 毎年４月は会員登録の更新月です。コンビニエンスストア専用払込用紙を圧着ハガキにて郵送

でご自宅にお届けいたします。また、圧着ハガキは令和４年５月上旬発送予定です。 

 振込手数料は、従来と変わらず無料（センター負担）です。お近くのコンビニエンスストアの

レジにお持ちいただきお支払いください。大変お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いい

たします。ご不明点は、事務局にお問い合わせください。 

※ 正会員会費規程第３条に基づき、納入期限は令和４年５月３１日（火）といたします。 

  事情により遅れる場合は、事務局にご連絡ください。 

※ 退会される場合は「退会届」の提出が必要です。ホームページから用紙をダウンロードして

いただけますし、郵送等も行っておりますので、事務局にご連絡ください。 

 

 

 新年度開始に伴い、継続業務に就業されている方には継続用の就業報告書を事務局だより４月

号と共に令和４年３月２５日（金）に配布しました。令和４年度の受注番号「５０４」から始ま

る８桁が用紙左上に記載されていますので、ご確認いただき、令和４年度から新たな用紙をご使

用ください。 

 また、用紙不足や紛失された場合は、担当職員にご連絡ください。ご来所または郵送にてお渡

しいたします。ご来所される際は、事務処理の都合上、事前連絡をお願いいたします。 

 

 

 網戸の張り替え作業が出来る会員を募集しております。暖かい季節になり、網戸の 

張り替え作業のご依頼が増えておりますので、作業が出来る会員は、担当職員にご連絡 

をいただきますようお願いいたします。 

 

 

会員相談窓口を下記日程にてお受け付けしております。予約制となっておりますので、ご希望の

方は前日までにセンター事務局へお電話にてご予約ください。希望者多数の場合、ご希望の日程

での相談対応ができない場合がございますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

          

令和４年7月２５日発行「道標」に掲載する作品を募集しています。短歌、俳句、川柳、陶芸､絵

画、書道、手芸、折り紙、絵手紙、写真など作品の種類は問いません。 

ご応募について、短歌、俳句、川柳はFAXまたは郵送で構いませんが、その他の作品は事務局に

お持ちいただき写真を撮影させていただくか、写真データを事務局の下記メールアドレスにお送りい

ただきますようお願いいたします。FAXまたはメールでお送りいただいた際は、担当職員に送付の旨

の電話連絡をお願いいたします。不明な点は担当職員にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

大分市シルバー人材センターでは「１会員１名増強運動」を展開しています。「会員紹介カード」でご

紹介いただいた方が入会された場合、ご紹介者に「１０００円分の商品券」を進呈させていただきます｡

ご友人や知人の方への入会のお声掛けに、ぜひ、ご協力をよろしくお願いいたします。 

※ 「会員紹介カード」をお持ちでない場合、郵送等の対応をさせていただきますので、 

センター事務局にご連絡ください。 

予定日時 令和４年６月８日（水） 受付12：30～ 開始13：30～ 

予定場所 コンパルホール文化ホール（１階）    府内町１丁目５番３８号 

相談日 毎月 第２、第４ 火曜日 ※祝日は開催いたしません 

相談時間 10：00～12：00、13：00～15：00 

応募期限 令和４年５月２０日（金） 

FAX ０９７－５３８－５５７６ 

メールアドレス ｏｉｔａ－ｓｖ＠ｄｒｅａｍ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

公益社団法人大分市シルバー人材センター 

大分市金池町３丁目２番３号 

 097-538-5575  FAX 097-538-5576 

http://oita.o-sjc.com/ 

  担当：日隈
ひぐま

求人情報 

裏面に掲載 
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   令和４年4月20日現在 

 

 

最短1日～数日間だけのお仕事である「単発業務」で就業を希望される方を募集しています。 

「単発業務」については、受注が不定期なことから、会員の配置に急を要する場合もあります。基本

的には現在未就業の方が対象ですが、既に他の業務に就業している方も、お気軽にご相談ください。 

 

 

軽作業（倉庫の片づけ、墓所清掃、物品の搬入・搬出等）、各種調査、パソコン指導、 

家事援助（掃除、家具の移動・搬出、買い物）など 

 

 

 

 

詳しい内容を聞きたい方、就業を希望される方は、担当職員にお問い合わせください（☏538-5575）。

求人情報は日々変動いたしますので、お問い合わせいただいた際にご案内できない場合がございます。

予めご了承ください。 

 

 

 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

舞鶴町 個人宅 
食事作り、 

買い物、清掃 
14:00～16:00 週２回 

佐藤 

友
ゆ

紀
き

 

中島 個人宅 食事作り 16:00～19:00 週 3日程度 

二又町 個人宅 清掃、配膳等 11:00～18:00 日曜日（他曜日相談） 

東大道 身体障がい者施設 日直  8:30～17:30 月 8～9日 

長浜町 食品工場 大根のつま袋詰め 15:00～17:00 
月 10日程度（月･火） 

土曜日勤務の場合あり 

下郡 老人ホーム 清掃  8:00～12:00 月・金曜日 

古賀 

光吉 スーパー 魚介品出し  8:00～13:00 週 2～3日 

顕徳町 福祉施設 調理補助  7:30～10:30 週 4～5日 

寺崎町 配送センター 仕分け作業 
 6:00～ 8:00 

13:00～15:00 
週4～5日 

寒田 医療機関 車椅子介助 
11:30～14:30 

16:30～17:30 
週 5日 

寒田 老人ホーム 食器洗浄 17:30～19:30 週４～５日 

野田 保育施設 動物の餌やり・清掃  7:00～ 8:00 週 6日 

荻 寒田 神社 トイレ等清掃 
１時間 

(時間指定なし) 
週 1日 

府内町 温泉施設 清掃、受付 18:00～23:30 土・日曜日 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

野田 福祉施設 利用者送迎 
 9:00～13:00 

13:00～17:00 
月 10～12日程度 

高橋 

浩二 

野田 病院 利用者支援   8:00～17:00 週 2～3日 

野田 身体障がい者施設 レストラン補助 9:30～14:30 週4日 

野津原 スポーツ施設 清掃 8:00～17:00 週2日 

屋山 身体障がい者施設 利用者支援、送迎 8:00～16:00 週2～３日 

坂ノ市 福祉施設 清掃 13:30～18:30 週2日 

大在 レンタル業 建設資材整理 8:30～17:00 週2日 

戸次 身体障がい者施設 

調理 
10:00～13:00 

14:45～18:45 
月 10日程度 

利用者支援 
 9:00～13:00 

14:00～18:00 
月 10日程度 

中戸次 保育施設 清掃 16:30～18:30 ２日出勤 ２日休み 

稙田 スーパー 商品管理 13:00～18:00 週３～５日 

光吉 菓子店 食器洗浄、清掃 16:00～19:00 金・土・日曜日 

松岡 備品製造工場 製造補助  8:30～12:00 週 5日 

皆春 スーパー 商品管理  6:00～10:00 週３～４日 

片島 身体障がい者施設 利用者送迎  7:30～ 9:30 週 5日 

曲 整備工場 車検代行運転  9:00～16:00 週２～３日 

津守 福祉施設 利用者送迎 8:00～9:30 週 5日 

下郡 遊技場 清掃  5:00～ 9:30 月 80時間程度 

横尾 福祉施設 食事、清掃 
11:30～13:00 

17:30～19:00 
週 3～4日 

花津留 スーパー 惣菜調理補助 14:30～17:30 週 3～5日 

萩原 福祉施設 利用者送迎 8:00～9:30 週 5日 志賀 

片島 自転車整備 放置自転車の再生   9:00～16:00 1名 ※整備経験者希望 森永 

ホームページの求人情報も 

定期的に更新しています。 

 
QRコードを読み込むと「求人情報」が開きます👆 

 単発業務の代表的な例 



 

令和４年５月 

令和３年度安全スローガン  

「ゆとり持ち危険を予知して 

安全就業」 

 

 

 

令和3年度は26件の事故が発生した。昨年から15件減少はしたが、

重篤事故 1 歩手前も多くみられた。 

気を抜くことなく安全就業に徹すること。 

ほんの少しの油断が重篤事故を生む。安全を最優先し作業に臨むこと。 

 

【事故の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公益社団法人大分市シルバー人材センター 

安全ニﾕース 
安全委員会 

令和３年度事故発生状況 
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近くに車等ある時は 
作業をしない。 
防護対策を怠らない 
こと。 

チェーンソー等機械・
器具による事故が多く
発生。 

県内で、足・腿切傷
による死亡事故発生 

飛び石による 
事故が多く発生。 

相手は車が大半を
占める。 

機械・器具の反動など 
特徴を理解して使用
すること。 

 
 

毎年、屋外作業中の蜂の被害が報告されています！！ 
 

刺されないための注意 

▪ 白い帽子、衣類を着る（黒色 NG） 

▪ 身を低くする 

▪ 整髪料、香水を付けない 

▪ ハチに遭遇したら後ろにゆっくり下がりながら逃げる 

▪ 手で蜂を払わない 

▪ 殺虫剤をかける（一般的な殺虫剤でも OK ですが、蜂用殺虫剤は噴射距離が長く遠

くから噴射可能） 

 

 

刺された場合の対応 

▪ ピンセット等で蜂の針を抜く 

▪ 毒を水で洗い流す（口で吸いださない） 

▪ 薬を塗る（抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏など） 

▪ 冷やす 

▪ 病院へ行く ※スズメバチに刺された場合は要注意です。 

 


