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 １月より順次開催されています、地区懇談会は、地域班活動のメインイベントとなっています。 

この懇談会は１年に１回しか開催しませんので、これから開催される地区の方々におかれまして

は、地域委員さんはもちろん多くの会員の皆様に参加いただいて親睦交流を深めて地域班活動を 

盛り上げていきましょう。 

地区 開催日時 開催場所 内容 

箕面第 2 地区 

(西小路、牧落、百楽荘) 

平成31年2月16日(土) 

午前 10 時～午前 11 時半 

箕面小会館 

(日時計の家) 

認知症とその予防 

箕面第 4 地区 

（半町、瀬川） 

平成 31 年２月 9 日(土) 

午前 10 時～正午 

西南生涯学習 

センター 
認知症の予防及び対策 

箕面第 5-2 地区 

(桜ヶ丘) 

平成31年2月16日(土) 

午後 1 時～午後 3 時 

桜ヶ丘人権文化 

センター 

意見交換など 

萱野第 1 地区 

（稲、船場西、萱野） 

平成31年2月16日(土) 

午前 10 時～正午 

箕面市総合保健福祉

センター2 階 

ﾌﾚｲﾙ(老人症候群)予防 

｢元気の秘訣はお口から｣ 

萱野第 2 地区 

（今宮、西宿、船場東） 

平成31年2月16日(土) 

午前 10 時～正午 

萱野東小会館 

 (灯ろうの家) 

仕事の状況と懇談会 

豊川第 1 地区 

（小野原西・東） 

平成31年２月26日(火) 

午前 10 時～正午 

小野原多世代地域 

交流センター 

認知症にならないために 

認知症チェックの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月号 

◇◇◇ 「地区懇談会」開催のお知らせ ◇◇◇ 

 
「箕面第１地区」及び「豊川第３地区」は 

３月に開催予定です。 

◇◇◇ 会報「銀の鈴」の発行に係るお詫びと訂正について ◇◇◇ 

会報「銀の鈴」第１２６号に誤りがありましたので、ここに訂正しお詫び申し上げます。 

・Ｐ３  互助会役員名簿【誤】上田 由紀子 会員 ⇒ 【正】永井 喜代子 会員 

・Ｐ１２ シルバー川柳 【誤】会員番号 5808 炭川 良昭 会員  

 ⇒ 【正】会員番号 5880 炭川 良昭 会員 
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【交通安全講習会】 
・日 時  平成 31 年２月２５日（月）午後１時３０分～午後３時３０分 

２８日（木）午前１０時～正午 
・場 所  ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 
・講 師  箕面警察交通課 署員、日本自動車連盟（JAF）職員 を予定 
・内 容  安全運転啓発の DVD 上映、講義 など 
・定 員  両日とも５０名 
・申込み  ２月２０日（水）までに事務局までお申し込みください。 

 ・その他  センター公用車を運転する会員の方、自動車運転業務に就業する会員の 
方は、必ずどちらか１日を受講してください。 

 
 
【救命講習会】 
・日 時  平成３１年３月６日(水)午前 9 時 30 分～午後 12 時 30 分 
・場 所  ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 

・内 容  AED の使用方法、適切な応急処置等の実施方法等について 

・講 師  箕面消防署 署員 

・定 員  ２０名  

・申込み  ２月２５日（月）までに事務局までお申込みください。 
 
 
【襖・障子の張替え講習会】 
・日 時 平成 31 年３月１８日（月）・１９日（火） 

両日とも午前 10 時～午後３時 
・場 所 箕面市役所豊川支所「作業場」 
・講 師 福本推古堂 福本 貴志 氏 
・定 員 １０名 ※申し込み多数の場合は抽選 
・申込み ３月１１日（月）までに事務局までお申し込みください。 
・持ち物 エプロン 

※この仕事に興味があるという方がいらっしゃいましたら一度事務局までご連絡ください。 
 
【施設管理講習会】 
・日 時 ①平成３１年３月２０日（水）午前 10 時～正午 
     ②平成３１年３月２５日（月）午後１時３０分～午後３時３０分 

※どちらか１日受講してください。 
・場 所 みのおサンプラザ１号館 ８階「大会議室」 
・内 容 ①施設管理の就業について 

②防災について 
「あなたのおうちはどっちが安全？」 
「避難所に行く」ほうが安全 「家にいる」ほうが安全 

・講 師 箕面市市民安全政策室 職員 他 
・定 員 両日とも１００名 
・申込み ３月日１３日（水）までに事務局までお申し込みください。 
・その他 現在、施設管理で就業中の方と今後施設管理で就業希望の方は必ず受講して 

☆☆☆ 講習会のご案内（無料） ☆☆☆ 
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ください。 
 

【認知症サポーター養成講座】健康維持に係る講習会第６弾！！ 

 ・開催日時：平成３１年２月２７日（水）午前１０時～午前１１時 

 ・開催場所：ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 

 ・定  員：３０名 ※申し込み多数の場合は抽選 

 ・申 込 み：２月１８日（月）までに事務局までお申し込みください 

 
 
 
 
 
・開催日時： 平成３１年２月２１日(木)午前８時５０分～午前 1０時 50 分 

・開催場所： ふれあい就労支援センター１階「第１作業場」 

・定  員：４名 ※定員になり次第締め切ります。 

・受 講 料：１回 １，６００円（２時間） 

・申込期限：２月１８日(月)までにお申し込みください。 

・講  師：当センター パソコン同好会会員 

 

 
 
 
 

就業募集票を、たくさん掲示しています。 
なかなか決まらず、発注者の要望に応えられずにいます。 
お仕事を探している方はぜひ、 

この募集票をご活用ください！ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今 月 の 就 業 相 談 日 

就業についての希望・悩みごと及び職種転換などの相談に応じます。 

特に未就業の方で、就業を希望される方は、是非就業相談にお越しください。 

【本部事務所】 日 時 平成３1 年２月１９日（火） 午後１時～午後３時 

        場 所 ふれあい就労支援センター２階「相談室」 

【東部事務所】 日 時 平成３1 年２月２６日（火） 午後１時３０分～午後３時 
        場 所 小野原多世代地域交流センター内「会議室」 

【担   当】 山﨑 咲由美 理事 

～ 就業募集票の掲示について ～ 

☆☆☆「パソコン教室」（有料）のご案内 ☆☆☆ 
～スマホ・タブレットの使い方～ 

※皆さんお持ちの 

スマホ・タブレットを 

お持ちください。 

困っていることを解決します！ 

☆☆☆ 認知症サポーター養成講座の開催 ☆☆☆ 

襖・障子の張替え業務に興味のある方がいらっしゃいましたら、 

                事務局までご連絡ください！ 
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７月に結成した「会員拡大推進チーム」について、活動の経過を報告します。 

今までに、会議を重ねて会員拡大に係る取り組みについて、検討してきました。 

 「まずはできるところから…」ということで、下記のとおり取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月上旬より、平成３１年度センター年会費及び互助会費の徴収のため、地域委員の方が 

会員の皆様のご自宅へ訪問します。センター会員を継続される方は、年会費 2,000 円、  

互助会費 1,000 円の合計 3,000 円を納入していただきますようお願いします。 

 

◇◇◇ 会員拡大推進チームの活動経過 ◇◇◇ 

 

～ ７月～１月までの取り組み ～ 
 

①「会員１人紹介活動」の推進 

 ８月～９月に強化月間を設定し、この期間のみ、 

バージョンアップして実施。 
 

②センターリーフレットの活用 

 ・市内公共施設、コミセン、 

コンビニ、銀行、市内の 

歯科医院に約２，０００枚設置。 

 ・自治会、マンション管理組合へ 

約８，０００枚回覧。 
 

③近隣センターへの視察 

 ・米原市、長浜市(会員の増加数が大きいセンター) 

  を訪問し、会員拡大に係る取り組みについて 

勉強。 
 

④「健康長寿フォーラム inみのお」へ参加 

 ・シルバー人材センターのＰＲブースを 

設置し、紹介用パネルの展示とリーフ 

レットの配布約５００枚 

 

～ なんで会員を増やすの？？  
 

 全国シルバー人材センター事業協会が掲

げる「会員数１００万人達成計画」という 

目標に向けて、各センターでは、会員拡大に

係る取り組みを行っています。 

 当センターでは、その計画の目標達成に 

加えて、現在、就業募集件数が多く発注者の

要望に応えるために、会員の増強に力を入れ

ています。 

健康長寿フォーラムでの活動 

センターリーフレット 

平成３１年度 センター年会費及び互助会費の徴収について  


