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本年も早いもので半年が過ぎ、折り返し地点となりました。朝晩は冷えますが日中は暑く、熱中

症が懸念されますので、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。 

令和４年度 定時総会のご案内 
 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拡大防止の観点から、今回は規模

を縮小して開催を予定しております。 

 

 

 

※ 出席者は予め体調チェック、マスクの着用をお願いいたします。 

  発熱や風邪症状がある場合は、ご来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。 

※ 会場へのお問い合わせはご遠慮ください。 

※ 総会の議案書は、今月の｢事務局だより｣とともに配布しておりますので、ご確認ください。 

 

 

毎年４月は会員登録の更新月です。令和４年度の年会費および互助会費が未納の方は、以下の支払方法

をご確認いただき、納入期限までにご入金をお願いいたします。事情により遅れる場合は、事務局にご連

絡ください。また、コンビニエンスストア専用払込用紙のため、事務局でのお支払いはご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

※ ４月以降にご入会された方は入会時に納入済みですので、払込用紙はお配りしておりません。 

※ 退会の場合は、退会届の提出が必要です。退会届用紙が必要な方は事務局にご連絡いただくか、ホー

ムページの会員ページ「各種用紙」より退会届のダウンロードが可能ですので、ご利用ください。 

 
 

令和４年度剪定スクールを６月中旬に開講予定です。入会時に剪定部会入会希望を出されている方に剪

定スクール事前説明会のご案内をお送りいたします。剪定部会に入会していない方で受講希望の方は、担

当職員にお問い合わせください。事前説明会等の日程については、剪定担当職員から受講者に改めてご連

絡いたします。 
 

 

※ 受講希望者は、剪定部会の入会が必要です。 

※ 複数の部会には入会できませんので、予めご了承ください。 

 

 

 

 「ふすま・障子の張替え講習」の開催を下記により予定しております。 

ふすま・障子の張替え作業の就業を希望の方は、事前申込方法等の詳細をセンターの 

ホームページに掲載していますので、ご確認ください。不明点は、大分県シルバー人材 

センター連合会（☏０９７－５８５－５６１５）にお問合せください。 
また、右側のＱＲコードを読み込むとスマートフォンからも閲覧できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

昼休みの窓口及び電話対応については「事務局だより（３・４月号）」でお知らせしましたように、窓

口については来所を控えていただくことの広報や「ただいま昼休み中」の表示掲出を、また、電話につ

いては電話代行サービスでの案内を試行実施してきたところです。 

昼休みの交替勤務では、特に夏の繁忙期には一人では対応しきれず、複数の職員が昼休みの時間帯に

勤務することとなるため、その後交替で休む時間帯の対応に支障が生じ、結果的に職員の休憩時間が取

れない事態が発生しておりました。こうしたことから、事務局といたしましては、昼休みを除く就業時

間帯における市民サービスに万全を期すことが重要であると考えたところです。 

また、大分市シルバー人材センターは公益法人という性格上、コンプライアンス（法令、社会規範、

ルールの遵守）が重要であることは言うまでもありません。 

今回、令和４年度第１回理事会で承認をいただきましたので、今後は窓口・電話ともに試行実施と同

様の方法で本格実施いたします。会員の皆様にも引き続きご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

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 

納入期限 令和４年５月31日（火） ※正会員会費規程第3条に基づく 

納入金額 2,000円 （年会費１年分1,500円 ＋ 互助会費１年分500円） 

納入方法 コンビニエンスストアのレジでお支払いください。 

申込締切 令和４年６月３日（金） 

日時 令和４年６月２７日（月）10：00～15：00 

～ 令和４年６月２８日（火）10：00～15：30 

申込期限 令和４年６月１７日（金） ※定員１０名 

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：清田、福永

 単発業務の代表的な例 

裏面に続きます 



   令和４年 5 月 18 日現在 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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。 

また、右側のＱＲコードを読み込んでホームページに掲載の求人情報をスマートフォンから閲覧でき

ますので、ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

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 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） 

野田 身体障がい者施設 部屋清掃・見守り 
 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 

野津原 スポーツ施設 清掃 8:00～17:00 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 レジ回り準備  7:00～10:00 週４～５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 

片島 身体障がい者施設 利用者送迎  7:30～ 9:30 週 5 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 

古国府 飲食店 
食事盛り付け、 

調理補助 

 9:30～13:30 

16:30～20:00 
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 

光吉 スーパー 魚介品出し  8:00～13:00 週 2～３日 

荻 府内町 温泉施設 清掃、受付 18:00～23:30 土・日曜日 

豊海 肥料会社 屋内清掃   9:00～11:00 週２～３日 

応募期限 令和４年 6 月１０日（金） 

FAX ０９７－５３８－５５７６ 

メールアドレス ｏｉｔａ－ｓｖ＠ｄｒｅａｍ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

萩原 福祉施設 利用者送迎 8:00～9:30 週 5 日 

志賀 

鶴崎 福祉施設 
食事盛り付け、 

配膳等 

 8:30～17:00 

11:00～15:00 

週４日 

（火･水･木･土曜日） 

鴛野 石材墓碑所 石材清掃   6:00～ 9:00 週１日 

竹中 食品会社 
農産物加工、 

野菜水洗い選別 
  8:00～12:00 

週５日 

※短期（６月～7 月） 

下郡 老人ホーム 清掃  8:00～12:00 月・金曜日 

古賀 

大洲浜 配送センター 仕分け作業   6:00～ 8:00 週３～５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 週３～５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 

高江 食材加工工場 コンテナ洗浄 16:00～18:00 週３～４日 

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□ 

  担当：日隈
ひぐま



令和４年６月    

 

「ゆとり持ち 危険を予知して 

             安全就業」 

 

 

 
 
 

 
       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安全標語・ヒヤリハット事例の募集】 

今年も「安全・適正就業強化月間」（7 月 1 日～31 日）事業の一環として、

『安全就業標語』『ヒヤリハット事例』の募集を行ないます。昨年は、優秀作品

3 点が表彰されました。たくさんのご応募お待ちしております。 

■応募方法： FAX（538-5576）、郵送、事務局持参等 

■締    切： 令和 4 年 6 月 30 日（木）です。 

※下記様式を活用ください。不足の場合はコピーや 

他の用紙でも結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

今期はまだ事故は発生していない。 
今後も事故ゼロ更新を目指して安全就業に努めよう！ 

今年度事故抑制目標 1０件以内 

安全就業標語の応募
氏　名 会員No

【提出先】 事務局 庶務班 村山 

氏　名 会員ＮＯ

いつ (図）

どこで

なにが

どうした

どうすべきか

ヒヤリハット事例の応募

 
 
 
  

まもなく湿度の高い時期を迎えます。

高温多湿の環境下であれば夏以外でも

熱中症の恐れがあります。 

就業時の服装等でうまく調整して 

本格的に暑くなる前に対策をとって 

いきましょう。 

 

こまめな水分補給を！ 

※参考 過去 3 年間の事故発生状況 

               単位(件数) 

               
 
 
 
 
 
 

例年夏場にかけて事故件数が 

増加する傾向にあります。 

安全就業の意識を高く持ち 

就業に臨みましょう！ 

4月 5月 6月

R２年度 0 5 2

R３年度 4 2 3

R４年度 0 0

 
 
 
 

5 月は県内で自動車による重大事故が相次いで発生し、高齢者の死亡事故も 

増えてきています。 

就業先への行きと帰りの交通安全を徹底する様に心がけましょう。 

 

大分県内交通死亡事故多発!! 


