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シルバー再生のキャッチフレーズ 

   “めざすのは 今以上のシルバーセンター” 

 令和２年度定時総会について   

令和 2 年度定時総会は 6月 18 日に開催を予定しております。会員の皆様には後日、開催

通知と議案書をお送りいたしますが、新型コロナウィルス感染症予防対策のため、規模を

縮小した総会の開催といたします。 

 緊急事態宣言は解除されたものの、引き続き感染予防対策の実施が必要な時期ですので、

会員の皆様、御家族や周囲の方々の健康と安心をお守りするため、会場への来訪を極力避

けていただきたいと存じます。 

 このため、会員の皆様方には、委任状による議決権の行使をお願いいたします。詳しく

は後日送付する総会通知に同封の「お願い」をご覧ください。 

 緑岡市民センター 連絡箱について  

水戸市緑岡市民センターが、建屋工事のため一時移転することになりました。工事は、

令和２年６月１５日から令和３年３月末までの予定です。工事移転に伴い、水戸市シルバ

ー人材センターが設置している「連絡箱」の使用ができなくなります。種々書類を送付す

るために多くの会員の皆様が利用していると思いますが、現時点では、仮市民センター（桜

の牧周辺）への「連絡箱」移転はできない状況です。 

会員の皆様にはご迷惑、ご不便をお掛けすることになりますが、他市民センター等の「連

絡箱」をご利用いただきたく、よろしくお願いいたします。「連絡箱」設置場所は、下記の

通りです。 

・吉田市民センター（元吉田町 1736）  ・城東市民センター（城東 3-1-47） 

・双葉台市民センター（双葉台 2-1-5） ・三の丸市民センター（三の丸 1-6-60） 

 ・渡里市民センター（堀町 466-7）   ・内原庁舎（内原町 1395-1）（庁舎入口右横） 

・水戸駅南パーキング（宮町 1-8）（入口の横） 

 ・協同病院駐車場（宮町 3-2-7）（駐車場入口詰所の横） 

 ・赤塚駅北口駐車場（赤塚 1-1）（ミオス駐車場出口横） 

 

 



 新型コロナウィルス感染症について  

茨城県は、緊急事態措置等の強化・緩和をステージ４からステージ１の４段階に分け、

感染を警戒しながら市民生活に対する自粛などの緩和を行っていくことを宣言しました。

現在は、ステージ２（感染が大むね抑制できている状態）に指定されています。 

シルバー会員としてできることは「３密」をさけることです。感染防止に有効な「こま

めな手洗い」「マスクの着用」「うがいの励行」等を愚直に実行しましょう。シルバーが受

注をしている仕事も、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、３月から就業を停止して

いる現場がありましたが、６月１日から、条件付きで就業が再開されます。少しずつ日常

の生活に戻りつつありますが、第２波・第３波の発生も危惧されています。就業を複数人

数で行う場合は、休憩や昼食時などで「３密」をさけるため、各人の距離を取ることを心

がけて下さい。 

 

  慣れぬ暑さが続きます。熱中症に注意を！  

 熱中症対策が必要な季節を迎えました。この時期は、暑さに身

体が慣れていないため、熱中症にかかりやすくなっています。 

今年は新型コロナウィルス感染症の感染が拡大し、感染予防の

ため、マスクをされていると思いますが、「マスク着用による熱

中症の発症に厳重な注意が必要」と厚労省が注意を呼び掛けてい

ます。また、外出自粛で室内での生活が多くなり、室内での熱中

症の発症も心配されています。部屋で過ごす場合は、エアコンを

有効に使い、熱中症予防に心がけて下さい。６月は梅雨の時期に

入り、蒸し暑い日が続きます。昨年は、５月末より３０℃を超える日が続き、６月から７

月にかけては、危険を伴う猛烈な暑さが全国各地の広い範囲で相次ぎました。この暑さで

沢山の人たちが病院へ緊急搬送され、熱中症と思われる死者も出ています。 

熱中症は、高温や湿度の高い環境で、体に熱がこもったり、体内の水分や塩分が減った

りして、バランスを崩し、様々な症状を起こす病気です。特に高齢者は暑さを感じにくい

ので注意が必要です。暑いときは無理をしない、のどが渇く前にこまめに水分や塩分を補

給する、屋外では帽子や日傘を使用する等、熱中症予防に心掛けて元気に就業して下さい。 

 

 ６月より選考会を再開します  

新型コロナウィルス感染症により、４月及び５月の選考会につきまして、現状の状況を

鑑み、中止しておりましたが、６月より再開いたします。 

開催に当たりましては、「３密」を防止するため、選考会は時間予約制とさせていただき、

お申込みの際、日時をご案内いたしますので、ご理解をお願いいたします。  
 
 



 公的施設管理業務就業会員を募集します  

「公益社団法人水戸市シルバー人材センター就業期限の設定に関する基準」の指定業務の中で、基準の定めに

より就業会員の交代が必要な施設について会員を募集いたします。該当施設・募集人数は下記の通りです。 
 

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

１ 

 

 

水戸市生活安全課 

(水戸・赤塚駅周辺) 

 

担当：樫村 

放置自転車撤去及び返還業務 

(火・水・金）13時～17時（4時間） 

(月・木・土）10時～17時（6時間） 

(払い出し）8時～17時（8時間） 

払い出しは、月１回の予定です。 

※全時間帯対応できる方 

・事務作業有、簡単なＰＣ入力有 

・自転車運搬、移動作業有 

・現金取扱い有 

１名募集 

(３名作業) 

＊9人で 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

4時間：3,800円 

6時間：5,700円 

8時間：7,600円 

月 10日程度 

MT2tトラック運転有 

日曜・年末年始休み 

接遇が重要です 

７月～ 

２ 

国際交流センター 

（備前町） 

 

担当：樫村 

国際交流センター夜間管理業務 

・17：00～21：30 

1名募集 

（1名作業） 

＊3人で 

 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：5,625円 

月 10日程度 

月・祝・年末年始休み 

接遇が重要です 

英会話ができるとなお可 

７月～ 

３ 

水戸市公園協会 

(千波、平和公園) 

担当：樫村 

千波湖周辺・平和公園清掃 

9：00～16：00 

犬の糞の処理等有 

工事写真撮影有 

1名募集 

（1名作業） 

＊3人で 

 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日 5,700円 

月 10日程度 

365日 

MT軽トラ運転有 

７月～ 

４ 

水戸市都市計画課 

（水戸市内各地） 

 

担当：落合 

市内全域の違反広告物撤去作業 

・9：00～16：00 

・地理に詳しい方 事務作業有 

・年間計画に沿って就業 

・ワンボックス軽自動車使用 

 （AT） 

1名募集 

（３名作業） 

＊6人で 

 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日あたり 

運転手：7,500円 

助手：5,700円 

（両方できる方） 

1週おきに 3～4日就業 

月 6～10日程度 

土日祝年末年始休み 

７月～ 



５ 

赤塚駅北口 

駐車場管理 

水戸市商業 

駐車場公社 

(赤塚) 

 

担当：落合 

赤塚駅北口駐車場管理業務 

・8：00～14：30（早番） 

・14：30～21：00（遅番） 

・清掃作業・定期受付等事務作業 

・利用者応対 

・現金取扱有 

1名募集 

(1名作業) 

＊10人で 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日あたり 

早番：6,175円 

遅番：5,225円 

月 10日程度 

接遇が重要です 

全時間帯対応可能な方 

７月～ 

６ 

百樹園 

水戸市公園協会 

（元吉田町） 

担当：落合 

百樹園公園管理 

門開閉及び園内清掃 

作業写真撮影 

8：30～17：00 

１名募集 

(1名作業) 

＊4人で 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：7,125円 

月 8日程度 

接遇が重要です 

年末年始休み 

７月～ 

７ 

七ツ洞公園 

水戸市公園協会 

（下国井町） 

担当：落合 

七ツ洞公園清掃・管理業務 

・7：30～17：15（夏・冬時間有） 

・刈払機使用有 

・（就業決定後、自費で刈払講習を
受けていただきます） 

1名募集 

（1名作業） 

＊6人で 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：7,125円 

月 10日程度 

接遇が重要です 

７月～ 

※ 公的施設管理業務就業は「公益社団法人水戸市シルバー人材センター就業期限の設定に関する 

基準」により、就業期間は最長 3年間となります。 

 派遣就業会員を募集します  

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

１ 

新規募集 

(株)茨城木材総合市場 

（渋井町） 

    担当：大高（ゆ） 

トイレ清掃業務 

（月、木：週２の勤務）9：00～12：00  

会社休日の場合、変更あり。     

１名募集 

（1名作業） 

1 時間当り ： 950 円 

駐車場あり 

７月～ 

応 募 要 件 :  会費納入済みの方、就業意欲、就業適正のある方等 

応 募 方 法  :  電話 303-7272（平日 9時～16時）でお願いいたします。 

応 募 締 切  :  6月 9日（火） 

選 考 会 日 時  :  選考会は 6月 10日（水） 

         ＊時間予約制とさせていただきます。 

選  考  会  場  :  ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事務所 会議室。予約時間に、直接会場までおこし下さい。 

選  考  方  法  :  選考要件に基づいて安全・適正就業委員会で選考いたします。 

※１ 選考会の面接については、予約制にて行います。 

※２ 就業内容について、詳しく知りたい方は担当までご連絡下さい。 

※３ 就業が決まった方には、就業開始前(目安として作業開始前月下旬)に研修を受けて頂きます。 

（水戸市赤塚出張所隣のシルバー人材センター駐車場に停め、お越しください。 

 事務所前の駐車場には，お停めにならないでください 


