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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 

 手芸サークル製品の販売・手作り体験教室を開催しました  

４月２０日（水）、２１日（木）に行われた「手

芸サークル製品販売・手作り体験教室」に３０名の

会員のご参加をいただき、ありがとうございました。 

手芸サークルの会員の方が製作した帽子・バッグ・

巾着、ティッシュBOXカバー、お薬手帳入れ、小物入れ

などをお買い上げいただきました。 

また、手作り体験教室では、１５名の会員の方々が

参加をし、小物入れ等を作りました。皆様は、和気あい

あいと製作を楽しんでおられました。 

今後も会員の皆様がご参加できるイベントを計画し

ていきたいと考えております。決まりましたら、かわら版でご案内をさせていただきます。皆様のご参加をお

待ちしております。                                                

                                                   会員拡大委員会 

 シルバーサロンにおいて刃物研ぎを受け付けます  

シルバーサロンが発足して、半年が過ぎました。昨年１２月にサロン活動の一貫

として行いました「刃物研ぎ」が大変好評でしたので、今回以下の日程で依頼をお

請けいたします。 

・受付  ６月７日(火) １０時～１６時  

     ＊受付時に刃物をお持ちください。 

・引渡し ６月１４(火）～６月１７日(金)の間に事務局 

でお引渡し。 

＊前金制とさせていただきます。料金は別紙をご覧ください。 

皆様のご利用をお待ちいたしております。この機会にぜひサロンの様子をご覧ください。 

 

                                   会員拡大委員会 

 

 



 令和４年度の会費納入をお願いします  

４月初旬に会員の皆様に「令和４年度会費納入依頼書」を圧着はがきでお送りいたしました。４月

末現在、まだ納入されていない会員の方が見受けられます。お心当たりの方は、お早めに納入のお手

続をお願いいたします。振込用紙はコンビニ専用となっておりますが、シルバー事務局に直接お持ち

いただいてもお受けしております。 

また、病気や高齢等の理由で退会を希望される方は、退会届けと会員証の提出をお願いいたします。 

なお、退会届けは、入会時に会員の皆様にお配りした“会員のしおり”の巻末に添付されています。 

＊事務局への電話で退会をされる際は、会員証を郵送くださいますよう、お願いいたします。 

 

 新型コロナウイルス感染症予防対策を継続して行いましょう  

茨城県は、感染者が減少傾向にありますが、５月の大型連休明けの感染

拡大が懸念されています。通常の生活に戻るには、まだ時間がかかりそう

です。「コロナにかからない、うつさない」ためにも、今後も新型コロナウ

イルス感染症予防対策が必要です。 

「３密を避ける」「こまめな手洗い」「アルコール等で手指を消毒」「マス

クの着用」「うがいの励行」「換気を行う」の新しい生活様式を取り入れた

基本的な感染予防対策を、繰返し継続してください。仕事仲間やご家族内

でも感染予防の意識を高め、感染には十分注意してください。一人ひとり

が正しい感染予防対策を心掛け、感染予防に努めましょう。 

 

 公的施設管理業務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 

水戸市公園協会 

保和苑 

（松本町） 

 

担当：落合 

保和苑の除草・清掃・生物管理 

・8：30～17：15（夏・冬時間有） 

・刈払い機使用有 

・（就業決定後、自費で刈払い講習を

受けていただきます） 

１名募集 

（常時 2名） 

＊６名ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

１日:7,125円 

月 10日程度 

接遇が重要です 

令和４年６月～ 

 

２ 

水戸市公園協会 

七ツ洞公園 

（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 

（常時 2名） 

＊６名ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：7,125円 

月 10日程度 

接遇が重要です 

就業対象日：365日 

令和４年６月～ 

「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、就業期限は１年とし、期

限の更新は 3 年を限度とします。 



 

 公的施設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 

水戸市 

商業駐車場公社 

水戸駅南 

パーキング 

（宮町） 

 

担当：樫村 

水戸駅南パーキング管理業務 

・ 8：00～14：00（早番） 

・17：00～21：00（遅番） 

＊上記時間帯就業可能な方 

・夜間金庫への現金納入作業有 

1名募集 

（常時 1名） 

＊5人ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：5,700円（早番） 

1日：3,800円（遅番） 

月 10日程度 

接遇が重要です 

就業対象日：365日 

令和４年５月下旬～ 

２ 

水戸市 

商業駐車場公社 

赤塚駅北口 

駐車場管理 

(赤塚) 

 

担当：落合 

赤塚駅北口駐車場管理業務 

・ 8：00～15：00（早番） 

・15：00～21：00（遅番） 

＊上記時間帯就業可能な方 

・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 

（常時 2名） 

＊10名ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1日：5,937円（早番） 

1日：5,700円（遅番） 

月 10日程度 

接遇が重要です 

就業対象日：365日 

＊駐車場代： 

月額 1,200円負担有 

令和４年６月～ 

３ 

水戸市 

市民生活課 

五軒市民センター 

（五軒町） 

 

担当：落合 

五軒市民センター夜間祝祭日管理 

・電話対応 

・日誌作成他、機器の貸出 

・12月 29日～1月 3日は休館日 

上記以外は、無休窓口対応 

・全ての時間に対応できる方 

1名募集 

（常時１名） 

＊５名ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

①平日夜間 17:00～22:30   

（実働 5.5H）\6,875 

②土日祝午前 8:30～13:00      

（実働 4.5H）\4,275 

③土日祝午後 13:00～17:30   

（実働 4.5H）\4,275 

④土日祝夜間 17:30～22:30  

（実働 5H）\6,250 

月１０日程度 

接遇が重要です 

交通費あり(派遣先規程に
よる) 

令和４年６月～ 

「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、就業期限は１年とし、期

限の更新は 3 年を限度とします。 

 

 

 

 

 



 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 

ビックモーター 

水戸店 

（吉沢町） 

担当：樫村 

展示場車両洗車業務（手洗い） 

・9：00～15：00（実働 5時間） 

・木・金・土曜日 

 

1名募集 

＊2人ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1時間当り ：950円 

週 3日 

令和４年６月～ 

２ 

プライムケア 

関東(株) 

茨城センター 

（吉沢町） 

担当：派遣 

福祉用品レンタル品 清拭及び、 

部品交換 

・9:00～16:00（実働 6時間） 

・月・木・金（祝日は休日となる） 

 

1名募集 

＊2人ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1時間当り ：950円 

週３日 

令和４年６月～ 

３ 

水戸市 

高齢福祉課 

内原高齢者センター 

（内原町） 

担当：高須 

内原高齢者センター管理業務 

・施設内の簡易清掃 

・施設利用者に対する案内・簡易な 

事務の取次ぎ 

・月～金曜日 

・8:30～10:30 15:00～17:00（同日１

名作業）＊就業日は前月の後半に決定 

1名募集 

＊2人ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

1時間当り ：950円 

月６～１０日 

令和４年６月～ 

４ 

 
水戸ドライブイン 

（加倉井町） 
 

担当：派遣 

・トイレ清掃（１階、２階） 

・建物外側の軒下のモップ掛け 

・外側ごみ箱、灰皿のごみ回収 

・駐車場のごみ拾い 

・時間：8:00～10:30(実働 2.5時間） 

 出勤日：土（年末年始も同じ） 

１名募集 

（常時１名勤務） 

 

 

1時間当たり ： 950円 

＊交通費あり 

（派遣先規程による） 

令和４年６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  :  5 月 16 日（月） 

＊ 選 考 会 日 時  :  選考会は 5 月 18 日（水） 

         ＊時間予約制とさせていただきます。 

＊ 選  考  会  場  :  水戸市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事務所 会議室。予約時間に、直接会場までお越しください。 

         （車でお越しの方は、水戸市赤塚出張所隣の水戸市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ駐車場に停め、 

        事務所前の駐車場には，停めないでください） 

＊ 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ください。 

※３ 就業が決まった方には、就業開始時に支障のないように、事前に就業状況を確認頂いております。 


