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令和元年度定時総会のお知らせ
日時：令和元年 6 月 14 日（金）13：00～（12：00 開場）
場所：八尾市文化会館（プリズム）小ホール
第１部
第2部

高年齢者の健康づくりと介護予防について
定時総会

議案 第 1 号 平成 30 年度 事業報告承認について
議案 第 2 号 平成 30 年度 決算報告承認及び監査報告について
議案 第 3 号 役員の選任について
報告案件
報告第 1 号
令和元年度 事業計画報告について
報告第 2 号
令和元年度 収支予算報告について
＊総会の出欠ハガキ（委任状）は、総会までに至急、返送して下さい。
（正会員のみ）
なお、当日正午から小ホールロビーで野菜販売をしています。

総務係より
令和元年度第 1 回理事会報告

令和元年 5 月 16 日（木） 於：八尾市文化会館第 3 会議室

★審議事項
議案第１号 平成 30 年度事業報告・収支決算報告について
議案第 2 号 令和元年度定時総会招集開催について
議案第 3 号 改元に伴う元号の取り扱いについて
議案第 4 号 表彰者等について
★報告事項
報告第１号
委員会等報告について
報告第２号
事務局報告
（1）事業実績について（平成 30 年度年間実績）
（2）正会員及び退会者報告について（2 月～4 月分）
（3）傷害事故状況報告について (2 月～4 月分)
（4）今後の行事予定について
（5）令和元年度定時総会運営について
(6) その他
事務局報告より、例年、地域班長さんを通じて 5 月に議案書と「シルバーやお」等の配布をお願
いしておりましたが、班長さんの負担軽減のため、議案書の配布に関しては、郵送することになり
ました。なお、会報誌「シルバーやお」等に関しては、従来どおり班長さんを通じ配布いたします
が、配布回数（3 回→2 回）と時期（5 月、9 月、1 月→7 月、1 月）が変わります。（但し、今年度
の「シルバーやお」次号は 1 月号になります。）

第 5 次中長期計画の進捗状況について
平成 30 年度は、第 5 次中長期計画（平成 30 年度～令和 2 年度）の初年度として、プランに基づき、
取り組んでおりますが、下表の正会員数のとおり、計画よりも大幅に伸び悩んでおります。
要因のひとつとしては、会社等による 65 歳までの継続雇用による入会率の低下や、一定期間就業後、
加齢に伴う退会などが考えられますが、毎月開催しています入会説明会時における入会経路を聞きます
と「友人・知人による口コミ」が多数を占めております。
つきましては、計画にも掲載しています「1 会員 1 名の会員勧誘運動」を広く浸透させ、
「会員の確保・
拡大」に努めていきたいと思いますので、是非ご協力を頂きますようよろしくお願いします。
2018 年度（平成 30 年度） 2019 年度（令和元年度） 2020（令和 2 年度）
八尾市人口

（計画）

60 歳以上人口 （計画）

266,593 人（266,850 人）

（265,785 人）

（264,578 人）

88,704 人（88,626 人）

（88,714 人）

（88,800 人）

（1,850 人）

（2,000 人）

（1862 人）

（1920 人）

（95.5％）

（96％）

正会員数

（計画）

1,712 人（1,890 人）

就業実人数

（計画）

1,656 人（1795 人）

就業率

（計画）

96.7％（95％）

契約金額

（計画） 95,565 万円（98,800 万円）

（101,700 万円）

（104,750 万円）

業務係より
職群班制度について
当センターでは特定の職種については平成 18 年度より職群班を結成して活動しており、
会員同士が共に助け合いながら働くグループ就業を目的としています。また平成 20 年度か
らはそれぞれの班にコーディネーター（班長）を任命し班の運営を円滑に進めています。
職群班の役割と活動内容は
① グループ内での仕事の配分の調整
② 仕事の手順、方針の徹底
③ 仕事の進捗状況の確認
④ 共同作業における会員間の連携
⑤ 安全・適正就業の徹底
⑥ 技能系職種の会員の確保及び後継者の育成と技能、技術の習熟と訓練
現在当センターには以下の職群班があります。
職群班の職種については求人を公募しておりませんのでご興味のある職種があれば
センターまでお問合せの上、職群班に登録していただくことをお勧めいたします。
剪定班

主に一般家庭の剪定・消毒・施肥作業。 班（2 名以上）で作業。
現在 7 班（約 20 名）在籍。メンバー募集中、就業経験のある方歓迎

除草班

一般家庭・空き地・団地・畑・駐車場などの現場を機械班・手刈り班
に分かれて就業。約 30 名の会員さんが活躍中。☆除草会員募集中☆

家事サービス班

一般家庭の主に掃除・炊事・買い物・洗濯などの家事代行
高齢者の話し相手、見守り、外出同行。約 70 名在籍中

単発班

植木の水遣り、イベントの自転車整理・会場設営、粗大ごみ出し・家
具移動、家の窓ふき・片付け、チラシのポスティングなど。他に就業
中の方でも日程が合えば OK です。男性を中心に約 20 名が活躍中。

野菜班

会員自身が育てた野菜、花等を毎週水曜・土曜に販売します。
39 名の会員さんが参加。センターがお貸ししている畑も 5 ヶ所
ございます。（空港畑の耕作者募集中）

『 目と耳と口で 安全確認 事故はなし 』
≪ （公社）八尾市シルバー人材センター安全スローガン ≫

＊＊暑さに強いカラダで熱中症を防ぎましょう！！＊＊
新緑の美しい季節となりました。今年の春は真夏日が続いたかと
思えば、季節が逆戻りするという寒暖差の激しい状況が続きましたが、
これから夏日となる日もあり就業時などの暑さ対策を万全にする
必要があります。
今月号は、熱中症について特集しました。

～熱中症とは～
熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが崩れることで生じ、重症化
すると死に至るたいへん怖い疾病です。
特に熱中症による死亡者は、暑さに慣れていない作業の初日、2 日目に多く発生しています。
しかし、暑さに体を慣らすことによって、熱中症を発症しにくくすることができ、これを
し ょ ね つ じゅん か

『暑熱順化』と言います。
最近は、クーラーの効いた部屋にいることが多く、暑さに体が慣れる機会が減っています。
暑くなる前から意識して汗をかくようにして、暑い季節を安全・健康に乗り切りましょう。

～熱中症はいつ起きるの？～
〇
〇

7 月、8 月に集中
7 月、8 月に発生が集中し、6 月、9 月も危険です。
14 時以降の時間帯は要注意
11 時台および 14～16 時台に多く発生します。作業終了後に帰宅してから体調が
悪化するケースもあります。
暑くなり始めは要注意
暑さに体が慣れていないと、汗を上手にかいて体の表面を冷やすことができません。
暑さ初日には注意しましょう。

〇

（中央労働災害防止協会

「安全衛生かべしんぶん」「安全と健康」より引用）

熱中症予防に！
当センターでは屋外作業と屋内でも高温多湿な職場で
就業されている会員さんを対象に、首もとを冷やして
暑さ対策ができる冷感グッズを用意しました。
希望者はセンター２階の受付でお申し出ください。
お一人につき 1 個。数に限りがありますのでお早めに！

＊＊令和元年度 事故状況（4～5 月）について＊＊
緊急事態！！
平成が終わり、新しい元号『令和』がスタートしましたが、
≪事故多発≫
令和では事故件数を１件でも少なくしていくよう会員皆さま一人ひとりが、
日々気をつけましょう！
しかしながら、就業中での傷害事故 8 件、物損事故 1 件発生しました。
これから、梅雨や猛暑の時期となりますが、十分注意してください。

★ 駐輪場での就業者大募集
☆

★

募集年齢を 60 歳代までから 70 歳過ぎまで引き上げました！
女性の方も就業いただけますので、ご応募ください！
お元気な会員さん、駐輪場でお仕事しませんか？

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

配分金

：

950 円～1,000 円

/ 時間

就業時間

：

月～日祝（曜日関係なく、週 3,4 日程度のローテーション就業）
6：30～20：00 の間で 2 交代

就業開始

：

応募要件

：

（JR 志紀駅前のみ 6：00）

相談可
①

事務作業が苦にならない

②

明るく、丁寧に対応できる

③ 協調性をもってグループ就業できる
④
就業場所

：

就業時間内の禁煙（敷地内全面禁煙）を守れる

近鉄沿線 恩智・高安駅東・山本駅東・八尾東
JR 沿線

志紀駅前・志紀駅南・八尾駅東・八尾駅西・
久宝寺駅南

6・7月

カレンダー♪
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実行委員会 31

野菜販売

野菜販売
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定時総会
安全・適正就業委員会

野菜販売

10
配分金支払日

木

野菜販売

26

16 広報委員会

22

野菜販売

19
HP制作委員会

20日締報告書締切

海の日

水
12
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24 （午前中）
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*都合により、行事に変更がある場合があります。

熱中症対策講習会

27
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5
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個人面談

8/1

個人面談

19

18

25

12

入会説明会

地域委員会

26
2

月末締報告書締切

※毎週水曜日と土曜日に「新鮮野菜の販売」を行っております。＜時間は9：00～12：00＞

