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令和２年度 

５月号 

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い  

新型コロナウイルス感染症について 

 新聞・テレビ等で報道されている緊急事態宣言が継続されており、シルバー人材センターに
おいても各種イベント・研修や多くの人が集まる会議等は原則として中止又は延期していま
す。また、事務所の受付カウンターに飛沫飛散防止フィルムを設置したり、ドアノブや手す
りなどを定時的に消毒するなど感染防止対策を行っています。 

 会員の皆さんにおかれましても、引き続き手洗い・うがい、マスク
の着用、咳エチケットなどの予防対策を行っていただくとともに、不
要不急な外出を控えるなど一人一人が注意して感染防止に努めていき
ましょう。 

毎日体温を測定して記録するとともに、発熱等の風邪症状があるときは、発注者及び当セ
ンターへ連絡のうえ、就業を中止してください。就業中の不安・疑問等がありましたら、ご
遠慮なくセンター事務局までお問い合わせください。 

 終息時期が見通せない状況の中で、会員の皆さんや事業に関係する多くの方々にご迷惑や
ご苦労をおかけいたしますが、どうかご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口はこちら】 

 広島市新型コロナウイルス感染症コールセンター ☎082（241）4566 
（５月１日より各区保健センターからコールセンターに一本化されています。） 

 

当センターは、医療・福祉関係者をは

じめ、私たちの命を支えてくださってい

る全ての方々への感謝の意を込めて、毎

週金曜日の正午に感謝の拍手を送る

「Friday Ovation」に賛同しています。 

職場の窓を開放して、１分間程度拍手

を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 令 和 ２ 年 度 」 通 常 総 会 

令和２年度 通常総会を開催します！ 

日時：令和２年６月１２日（金）13：30～ 

場所：西区民文化センター（ホール） 

   西区横川新町６－１ 

報告事項 
第 1号 令和２年度事業計画について 

第 2号 令和２年度収支予算について 

第 3号 令和元年度事業報告について 
 

決議事項 

第 1号議案 令和元年度決算報告について 
第 2号議案 役員（理事・監事）の選任について 

 

 

今年度の通常総会は、新型コロナウイルス対策として座席の間隔を空け、入場を 100名程

度に制限させていただく予定です。感染予防の観点から、書面による「議決権行使」をお勧

めします。また、他の方に委任される方は、「委任状」を提出してください。みなさまのご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

 開催案内、議案書、委任状等は、５月下旬に会員のみなさまに送付いたします。 

【令 和 元 年 度 の 通 常 総 会】 



 

今年度の各班のリーダー及びサブリーダーを紹介します。 

駐輪場班 リーダー サブリーダー 

 

除草班 リーダー サブリーダー 

バスセンター西 中村 勝年 藤岡 篤男 

本 部 

根木 健一 
堀田 雅登 

基町 木本 龍次 池田 耕司 澤田 壽 

袋町 小道 孝行 久保田 勝一 谷口 節男 上野 恭一 

東新天地 中尾 三朗 荒木 潮 道元 實一 三河 洋允 

西新天地 亀田 光明 林  実一 上田 明 窄中 清光 

大手町 占部 達美 岡本 義行 平山 宗雄   

袋町小地下 背戸 修次 高村 裕治 

北支部 

背戸 千惠光 
上谷 信夫 

富士見 西嶋 博 近藤 尚 峠前 正春 

小町 東 好親 畑谷 孝 
枌岡 勝義 

今井 常彦 

新白島 山上 正弘 川崎 正彦 相川 敏彦 

横川北 森島 隆 稲垣 昇 
安 芸 杉浦 義紀 

桑村 義文 

横川南 松尾 伸彦 福永 智兆 奥作 一彌 

西広島北 前田 誠吾   佐 伯 河村 眞 相良 光均 

西広島南 植木 隆明 山﨑 弘身    

五日市 前 利昭 
城本 光博 剪定班 リーダー サブリーダー 

寺西 慎治 
北支部 

原田 憲三 古川 水照 

      檜垣 昌作 佐々木 春馬 

保管所班 リーダー サブリーダー 

佐 伯 

小川 宗保  

 山本 幸男 

平井 幸一 松田  彰  

曽根 辰雄 須安 光男  

西本 和久 藤島 京子  

左納 修    

波光 功  

       

ソーイング班 リーダー 
  

 

 梶原 静子  

 

  

職群リーダーの紹介 



令和元年度は、４７件の傷害事故や賠償

事故がありましたが、３月２４日の傷害事

故を最後に、令和２年度は事故ゼロを更新

中です。月間では、３年３か月ぶりの事故

ゼロ記録です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による

自粛ムードの中で、大変嬉しいニュースで

す。 

会員一人ひとりが、日頃からの健康管理

に努め、仕事をするときは急いだり、慌て

たりせず安全第一を心掛け、事故ゼロを更

新しましょう。 

 

交流カフェ 

日時 ： 2020年 ６ 月 １ 日 (月) 9:30～11：30 
場所 ： 広島市シルバー人材センター 

本部４階ロビー交流スペース 
  （広島市中区西白島町 23-9） 

※ 次回開催は７月１日（水）です 
 
 同時開催 『みんなで歌おう合唱会』（同好会） 
  みんなで一緒に懐かしの童謡など歌ってみませんか。 

    開催時間中は出入り自由です。お気軽にお立ち寄りください。 

 

     

 

事 故 ゼロ更 新 中 ！ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、中止とさせていただきます。 
 

 


