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◆  年末年始休業のお知らせ ◆ 

12 月 29 日（木）から 1 月 3 日（火）まで事務局は休業です 

就業報告書は就業後1週間以内に事務局に提出をお願いしておりますが、休業を挟みますので遅くと

も１月５日(木)までに提出していただくか、事務局玄関右側に設置のポストに投函してください。 

現金の投函は厳禁ですので、必ず職員に手渡してください。 

また、就業報告書の提出が間に合わない場合、翌月(令和５年２月 2７日)の配分金支払いとなります

ので充分ご注意ください。 

 

 

先月号でもお知らせしましたが、大分市からの委託を受け、下記のとおり、「わが家の防災マニュア

ル」を令和５年３月末までに全戸配布します。各戸への配布は、原付、自転車、徒歩にて配布していた

だきます。 

空き時間や散歩のついでにできますし、すでに他の業務に就業している方も可能です。また、介護予

防や健康づくりに役立つと考えていますので、就業をご希望の方は、電話または来所にて事務局担当職

員までご連絡ください。 

〇配布先 大分市内の全世帯（２２８，８３２世帯 令和４年６月末現在） 

〇配布物 大分市発行の「わが家の防災マニュアル」A４判冊子 

※詳細については、「説明会」を実施します。 

 

 

令和４年１月から令和４年12月に支払った配分金(令和３年12月１日～令和４年11月30日に就          

業分)に係る「令和４年分配分金支払証明書」は令和５年１月25日(水)の配分金明細書等配布時にお         

届けいたします。配分金は給与ではないため事務局で年末調整を行いません。なお、配布前に配分           

金支払証明書をご希望の方は、事務局にあります「証明申請書」の提出が必要ですので、職員に            

お申し出ください。また、ホームページの会員ページにも掲載しておりますのでご利用ください。 

 

 

 

 「令和４年分源泉徴収票」を大分県シルバー人材センター連合会から年末調整完了後の令和５年１月

上旬に発送予定です。不明な点は、大分県シルバー人材センター連合会にお問い合わせください。 

   ※大分県シルバー人材センター連合会 派遣直通 ☎ ０９７－５８５－５５２３ 

 

 

 

 

     「清掃ボランティア」へのご協力ありがとうございました！！ 
 

    １１月６日（日）に「大分いこいの道」芝生広場の清掃 

ボランティアを行いました。会員と職員等合わせて７７名 

が参加し、４５リットルごみ袋で約４０袋の落葉や草が集 

まりました。お陰様で、訪れた市民が気持ちよく利用でき 

る、大変きれいな芝生広場となり、シルバーのPRになると 

ともに、参加した会員や職員の交流が図れたと思います。 

ご協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。 

  

 

 

 

  

 １０月２３日（日）に3年ぶりにシルバーふれ愛フェスタを開催 

しました。 

 当日は好天にも恵まれ、抽選会、ビンゴ大会、リサイクル自転車 

販売、会員の手作り品や野菜・果物販売、健康コーナーなど無事に 

実施できました。残念ながら会員の参加も少なく、前回より来場者 

が減少しました。宣伝不足や実施内容など今回の反省点を次回に活 

かし、会員の皆様が「行ってみたい」と思えるような「フェスタ」 

にしたいと考えていますので、今後のご協力をお願いいたします。 

 また、ご協力いただきました互助会役員、ボランティア、出展者の 

皆様には大変お疲れ様でした。心よりお礼申し上げます。 

 なお、ホームページにも写真を掲載しておりますので是非ご覧ください。 

 

 

 

◆今年度も「秋期バス旅行」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、残念ながら中止といた

しました。やむを得ない事情とはいえ、楽しみにしていた方には大変申し訳ありませんが、ご理解の程

お願いいたします。 

◆今年度も「年末そば打ち体験」を実施いたします。詳しくは「事務局だより」と一緒に「互助会だよ

り」を配布いたしますので、ご覧のうえ奮ってご参加ください。 

 なお、申し込みは、郵送、FAX、ご持参にて事務局へお願いいたします。決して電話での申し込みは

しないでください。 

 

 

 

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/ 

求人情報 

裏面へ 



 

 

 

 

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。お問い合わせいただいた際にご案内できない場合がありますので、

予めご了承ください。また、右側のＱＲコードを読み込むと、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、是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  令和 4 年 11 月 17 日現在 

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□ 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

小野鶴 老人ホーム 食器洗浄・配膳 
６:30～13:15 

8:30～12:30 

週３日 

週 3～4 日 

髙橋 

浩二 

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 

清掃 9:00～13:00 月 10 日程度 

利用者支援 
9:00～13:00 

14:00～18:00 
月 10 日程度 

光吉 スーパー 農産加工 8:00～13:00 週３日 

上宗方 警備会社 労務事務 ８:30～18:00 週３～4 日 

下宗方 福祉施設 室内作業 
9:00～14:00 

13:00～17:00 
週 3 日 

花高松 福祉施設 調理補助 14:00～18:00 週 3～4 日 

野田 福祉施設 食事準備 14:00～18:00 週３～４日 

野田 福祉施設 利用者支援 14:00～18:00 週 2～3 日 

野田 福祉施設 利用者支援 
9:00～13:00 

13:00～17:30 
週 3～4 日 

新川 福祉施設 送迎 14:00～18:00 週 2～4 日 

顕徳町 福祉施設 調理補助 7:30～9:30 週 4～5 日 

東院 クリーニング工場 商品管理 9:00～15:00 週３日 

曲 自動車整備工場 
車検場への車両の

持ち込み・手続き 
9:00～17:00 週 2～3 日 

髙橋 

和則 
三川 染色工場 

印刷用スクリーン

の洗浄 
9:00～17:30 週 2～3 日 

豊海 製造工場 養生作業 
8:00～17:00 

の間 
時間・曜日相談 

志賀 

鶴崎 廃棄物処理施設 収集運搬補助 
7:30～12:00 

13:00～14:30 
週 3 日 

 

勤務地 業種 仕事内容 就業時間 備考 担当 

上戸次 老人ホーム 清掃等 9:30～14:00 週 3 日程度 

梶川 

大州浜 配送センター 仕分け作業 6:30～8:30 週 3～5 日 

青葉町 公園 グラウンド等整備 
7:00～18:00 

内 7.5 時間 
週 2～3 日程度 

高江西 自動車販売会社 調理補助等 
9:00～15:00 月 2 回 水曜日 

（令和５年１月より） 

寒田 医療機関 車椅子介助 
11:30～14:30 

16:30～17:30 
週 5 日 

寒田 福祉施設 宿直 17:30～翌 8:30 週 1 回 

上戸次 老人ホーム 洗濯物干し等 9:30～13:30 火・木・土曜日 

三芳 マンション 共有部清掃管理 10:00～16:00 水・木曜日 

中島 福祉施設 利用者送迎 

8:00～9:00 

12:00～13:30 

16:30～17:30 

月～金曜日 

津留 スーパー 野菜切込み等 13:00～17:00 週 4～5 日  

 

 

 

荻 

府内町 温泉施設 
清掃・受付 

（女性風呂） 
18:00～23:30 土・日曜日 

皆春 スーパー 開店準備 6:00～10:00 週 4 日程度 

中央町 貸会場 会場設営 

7:30～23:00 

の内 3 時間から 

5 時間程度 

週 4 日程度 

乙津町 福祉施設 送迎 
10:00～17:30 

の間 
月・火・土曜日 工藤 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

令和４年 12 月号  

    

令和 4 年度大分市シルバー人材センター 

安全就業標語優秀作品が決定しました！！ 

転 落 注 意！！ 
 
 

本年度事故発生件数 

19 件 
（R4.11.15 現在） 

 
優秀賞（1 作品） ▪安全は 心の余裕と 準備から 

佳 作（2 作品） ▪安全は 一人ひとりが 責任者 

▪磨こうよ 光る技術と 安全意識 

総評 

本年度応募総数「全 62 作品」の中から、事務局職員の投票により    

上記のとおり優秀賞と佳作が決定しました。 

どの作品にも個性があり、短い文章の中に安全就業への思いが込められ

ていました。 

自身で標語を作ることで、就業に対する新たな気づきもあるかもしれま

せん。 

次回も、会員皆様のたくさんのご応募をお待ちしております。 

 

※安全就業のためのチェックポイントより抜粋 

入浴時の温度差で起こる 

   ヒートショックにご注意下さい！！ 

寒い季節になり、一日の終わりの入浴を楽しみにされて

いる方も多いのではないでしょうか。 

しかしながら冬場の入浴は、大きな危険を伴います。 

その中でも特に、脱衣所と浴槽の温度差による血圧 

変動を要因とするヒートショックでの死亡者数は、交通 

事故による死亡者数よりも多いと言われています。 

65 歳以上の高齢者は、ヒートショックによる影響を 

特に受けやすい為、以下の点に注意して安全に入浴しまし

ょう。 

↓ヒートショック対策のポイント 

⑴脱衣所と浴室を暖めておく 

⑵お湯の温度は 41℃以下・湯船に浸かる時間は 10分まで 

⑶浴槽から急に立ち上がらない 

⑷食後すぐの入浴や飲酒後・医薬品服用後の入浴は避ける 

 

今年も他県のセンター

において、剪定作業中の 

転落による死亡事故が 

相次いで発生しています。 

そのうち 5 月と 9 月に

発生した事故では、死亡 

した会員が保護帽と安全

帯を装着していなかった

との報告がありました。 

また、重篤事故には至ら

なかったものの、当センタ

ーにおいても類似の事故

が１件発生しています。 

※作業中の保護帽の着用

は必須です。 

重篤事故を防ぐために、

（右図を参考に）基本装備

の再確認をお願いします。 

正しい保護具の着装を！！ 

冬場に多発 
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過去3年間の事故発生件数推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度

屋内
3

屋外
2

運転(車物損)
4

通・退勤時 1

草刈
6

剪定
3

令和４年度業種別事故件数


