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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 

  年頭のご挨拶  

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかな新春をお迎えのことと、お慶び申し上げます。 

昨年も、新型コロナウイルスの感染は終息を見せず、全国的に感染が拡大した年でありました。今

年こそ感染拡大の波が収まってくれることを願うばかりです。 

コロナ禍のなかではありますが、今年も、会員・ご家族の皆々様のますますのご健勝と、幸多き一年

でありますよう心からご祈念申し上げます。 

 本年も、水戸市シルバー人材センターの発展のため、格別のご理解とご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。                                        事務局一同 

 

 「水戸市空家の適正管理の推進に関する協定」締結について  

                                 当センターは、令和４年１２月２６日に水戸市と

「空家等の適正管理の推進に関する協定」を締結し、

新たに空家管理業務を始めることにしました。 

                                 空家管理業務とは、空家の所有者様から依頼を

受け、空家から家屋や庭の状況を目視確認して写

真を撮影し報告する業務です。 

      業務内容については、当センターと水戸市役所の 

     ホームページ等にてお知らせしていきます。市内に 

ある８００件以上の空家が対象となります。 

   この業務で、市内にある空家の適正な管理が図ら 

れ、良好な生活環境の保全及び安全・安心なまち 

づくりの助けとなるよう、市と連携して活動していきます。 

協定書への署名の模様は、令和４年１２月２９日発刊の茨城新聞（１７面）で報道されました。 

 



  

 接遇マナー講習会にご参加ください  

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、ここ２年程中止をしておりました接遇マナー講習会を開

催いたします。接遇は、お客様と接する際に最も重要であり、これによってシルバー人材センターの印

象も変わってきます。特に施設等管理業務のようなお客様対応業務を行っている会員は、是非受講し

てください。 

開催にあたっては、感染予防対策を徹底し、人数を制限して行います。（感染状況によっては、中止

となる場合もございますのでご了承ください。） 

日  時：第 1回：令和５年２月６日（月）  午後１：３０～３：００ 

      第 2回：令和５年２月１３日（月） 午後１：３０～３：００ 

※両日同じ内容です。 

会  場：水戸市シルバー人材センター 事務所Ｄ会議室 

申し込み：令和５年１月２７日（金）までに、事務所まで電話でお申し込みください。 

（℡０２９－３０３－７２７２） 

 

 令和５年度・６年度安全・適正就業スローガンを募集します  
令和５年度から２年間の安全・適正就業スローガンを募集します。 

優秀賞に選ばれた作品は、２年間にわたって当センターの目標にするとともに、発行する「安全就業

だより」に毎回掲載いたします。応募用紙の様式は特に定めませんので、作品名（スローガン）と、会員

番号、住所及び氏名を記入していただき、下記締切日までにシルバー連絡ポストへの投函、メール送信、

又は郵送でお送りください。スローガンの作品は、お一人様２点までとさせていただきます。 

ご応募いただいた作品は、安全・適正就業委員会で厳正に審査を行い、優秀賞及び優良賞の２点を

決定いたします。皆様からのたくさんの作品をお待ちしております。連絡ポストの設置場所は、次頁のと

おりです。 

＊応募受付メールアドレス：mito39@sjc.ne.jp 

＊締切日：令和５年１月３１日 （火）                         安全・適正就業委員会 

 

 令和４年度会員地区懇談会の中止について  
 令和４年度の地区会員懇談会は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮して中止といたします。 

 地区懇談会は会員の皆様方からのご意見、ご要望を直接お聴きする大変重要な機会です。つきまし

ては、懇談会を中止するに当たり、皆様方からのご意見、ご要望を最終ページの「意見要望書」により

募らせていただきます。 

シルバー連絡ポストへの投函又は郵送にてお送りくださいますようお願いいたします。また、直接事

務所にお持ちいただいても結構です。よろしくお願いいたします。 

＊締切日：令和５年１月３１日 （火）  

 



＜連絡ポスト設置場所＞ 

・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） ・緑岡市民センター（見川町 2563） 

 ・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） （注意）＊の３カ所は夜間の投入は 

＊赤塚駅北口駐車場（赤塚 1-1）（ミオス駐車場出口横）      出来ません。 

 

三の丸市民センターは建屋工事のため現在利用できません。 

 

 料金改定について  

近年の最低賃金の上昇や諸物価高騰に伴う各種資材の値上がりなど、シルバー人材センターの事

業環境は厳しさを増しており、業務の効率化など自助努力の対応では限界となっています。 

これらの状況を鑑み、１２月中旬にシルバーをご利用いただいているお客様に「料金の改定につい

てのお知らせ」を郵送いたしました。内容は下記のとおりです。お客様からの問合せがあった場合は、

事務局までご連絡ください。事務局からお客様にご説明をいたします。 

 

【料金改定の内容】 

  令和５年４月１日の作業分から、事務費を現行の１２％から３．８％値上げし、１５．８％とします。 

  配分金の改定はございません。 

  （参考）１時間当たり９５０円の作業の場合のお客様ご負担額  

 現  在  料金改定後 

配分金      ９５０円        ９５０円 

事務費 (12%)  １１４円 (15.8%)  １５０円 

計    １，０６４円      １，１００円 

 

 「刃物研ぎ」イベントご協力ありがとうございました  

かわら版第１８８号でご案内しました「第３回シルバーサロン『刃物研ぎ』イベン

ト」では、２０丁の刃物研ぎのご依頼がありました。ご協力ありがとうございました。

お預かりしました刃物（包丁・剪定鋏・刈込鋏など）は、丁寧に研ぎを行ない、ご

依頼をいただいた会員の皆様から好評を得ました。 

また、障子張りの引合いもいただきました。今後も「刃物研ぎ」や他のイベント

を企画していきたいと考えております。 

ご協力、ご支援よろしくお願いいたします。 

                                    会員拡大委員会 

 



 

 会員手帳（２０２３年版）販売のお知らせ  

会員手帳（２０２３年版）を１冊３００円でお分けしております。 

ご希望の方はセンター事務局までお越しください。 

数に限りがございますので、お早めにお越しください。 

水戸市シルバー人材センター 互助会 

 

 コロナウイルス及びインフルエンザ感染予防について！  

行動制限のない年末年始が戻ってきました。２年振りに

故郷へ帰る方、家族で旅行に出かける方など、全国で多

数の人々が動き、人との接触機会が増えます。 

専門家会議が「コロナウイルス感染症の感染拡大が全

国的に続いており、この移動で更なる感染が拡大すること

が危惧される」とのコメントを出しています。 

茨城県も連日感染者の増加が続いており、特に水戸市

は６５歳以上の感染者が県内で一番多い市となっていま

す。茨城県でも、年末年始にかけて人の移動が活発にな

り、季節性インフルエンザと合わせて同時流行も考えられます。 

我々ができることは、感染予防対策である「手洗い」「うがい」「マスク着用」「３密（密集・密接・密閉）

を避ける」「換気を行う」等の新しい生活様式の継続を各個人が愚直に行うことです。コロナ感染予防

対策は、インフルエンザの感染予防対策にもなります。 

皆さん、コロナウイルス感染症予防対策を継続しましょう。 

 

 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 

商業駐車場公社 

赤塚駅北口駐車場 

(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 

(常時２名) 
＊１０人で 

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５年１月～ 

 

 

 



 

№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

２ 

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 

 

令和５年２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 

 
【新規募集】 
 
 

(株)ホンダ茨城南 
（けやき台） 
 

担当：派遣 
 

洗車業務 

・時間：9:30～16:30(実働 6時間） 

 （休憩：12:00～13:00） 

・出勤日：金曜日 

＊ＧＷ、お盆休暇あり 

＊年末年始(12/27～1/3)休み 

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） 

＊駐車場あり 

令和５年１月～ 

 

２ 

【新規募集】 
 
 

水戸ゴルフクラブ 
（加倉井町） 
 
担当：派遣 

 

ゴルフカート洗浄業務 

（高圧洗浄、エア洗浄） 

・期間：①11月～3月 

    ②4月～10月 

・時間：①13:00～17:00 

(実働 3時間 45分) 

②13:00～19:00 

(実働 5時間 30分) 

＊休憩：①15分、②30分 

・出勤日：月曜日～日曜日・祝日 

・就業期間:1月～3月（今回募集） 

 

３名募集 

（常時１名勤務） 

＊３人で 

  ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

1時間当たり ： 950円 

＊交通費あり 

（派遣先規程による） 

 

令和５年１月～ 

 

 

 

 



№ 
発注者名 

(作業場所) 
作業内容 募集人数 条件目安 

３ 

ヨークベニマル 
元吉田店 
（元吉田） 
 
担当：派遣 

 
 

肉のパック詰め作業 

時間：7:30～11:30(４時間) 

出勤日：月曜日～日曜日、祝日 

＊年末年始休みなし 

＊令和 5年 1月～3月末 

（以降 3か月更新の可能性あり） 

 

２名募集 

（常時１名勤務） 

＊３人で 

  ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

1時間当たり ： 950円 

＊交通費あり(17円/Km) 

 

令和５年１月～ 

 

４ 

 
【新規募集】 
 

(株)ネクスコ・ 

トール関東 

北関東自動車道 

笠間西料金所 

 （笠間市平町） 

 
担当：派遣 

 

料金所室内・敷地内の清掃業務 

・掃除機掛け 

・モップ掛け 

・拭き掃除 他 

・時間：9:00～17:00の間で 

1日 2時間（時間帯は 

相談可能です） 
・出勤日：月・火・木・金 

 

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５年２月～ 

５ 

 
【新規募集】 
  

アイ・ケイ・ケイ(株) 

水戸支店 

結婚式場「迎賓館」 

（千波町） 

（令和５年４月７日
オープン） 

担当：派遣 

 

結婚式場内での皿洗い業務 

・時間：金曜日 16:00～21:00 

（休憩 30分） 

    土曜・日曜日 11:00～15:00 

          15:00～19:00 

    （休憩なし） 
・出勤日：金・土・日曜日 

 

１０名募集 

（常時２名勤務） 

＊１０人で 

  ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

 

1時間当たり ： 950円 

＊交通費あり 

（派遣先規程による） 

＊駐車場あり 

 

令和５年４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  :  1月 16日（月） 

＊ 選 考 会 日 時  :  選考会は 1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。 



 

公益社団法人 水戸市シルバー人材センター事務局 行 

 

令和５年  月  日 

 

会員番号：              氏名：                 

 

意見要望書 

 

 

 

 

 


