
 

 

 

 

 

 

         

 

 

                 毎月出店している朝市の様子（第３日曜日：市役所駐車場） 

 

市内に居住する概ね 60 歳以上の高齢者で組織する公益社団法人常陸太田市シルバー人材センタ

ーは、臨時的・短期的またはその他の軽易な業務での就業機会を組織的に提供することなどで高

齢者の能力を活かした就業活動や様々な社会参加活動を支援しています。このように、高齢者の

生きがいの充実と福祉の増進を図り、活力のある地域社会づくりに役立つことを目的とする公益

団体です。様々な事業を実施し、高齢者と地域の結びつきを深めています。 
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◎◎◎◎シルバー人材センターでは、シルバー人材センターでは、シルバー人材センターでは、シルバー人材センターでは、いろいろないろいろないろいろないろいろな活動をしてい活動をしてい活動をしてい活動をしています！！ます！！ます！！ます！！    

    シルバー人材センターは、６０歳以上の元気な方がいきがいを得るために会員となって活躍

しています。一般的な請負業務での就業や派遣契約に基づく派遣労働者としての勤務。更には

自主事業（お客様の依頼に基づかない事業）による農作物や創作手工芸品の生産販売など高齢

者の活躍の場を広げています。 

 詳細については、シルバー人材センターホームページをご覧ください。 

  ※ シルバー人材センターホームページ●http://hitachiota-sjc.com/ 

◎シルバー人材センターでは、様々な仕事を引き受けています！！ 

  おなじみの除草、剪定から着付けや筆耕、パソコン指導、襖・障子張替え等地域の皆様の 

ご要望にお応えして、様々なお仕事をお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。 

◆お仕事のご依頼からお支払いまでの手順について 

 

 

 

 

 

 

 ◆お仕事の標準単価 

主な仕事の内容 利用料金の例示(事務費 8%込) 備   考 

襖 張 替 え  普通（90×180） 両面 1 本 4,300 円から ・材料費を含みます。 

・別途１回 500 円の交

通費がかかります。 

障子張替え 普通（90×180） 1 本 1,300 円から 

網戸張替え （90×180） １本 1,900 円から 

大   工 屋内外 １日当たり約 7,800 円／１人 
・１日の就業時間は 8:30

～16:30 が基本となり

ます。 

・別途１回 500 円の交

通費がかかります。 

塗   装 屋外 １日当たり約 7,800 円／１人 

清   掃 屋内外 １日当たり約 6,200 円／１人 

荷物の整理等 屋内外 １日当たり約 6,200 円／１人 

刃物研ぎ 菜切包丁など 1 本 335 円から 刃こぼれ等割増あり 

筆耕 宛名書、賞状 毛筆での宛名書１０８円／枚から  

パソコン 定期・随時講習 定期講習約 3,200 円（2.5 時間） 少人数教室（1～4 人） 

出張着付け 振袖、留袖、喪服等 振袖１回 5,184 円、留袖等１回 3,888 円 

注）１上記料金はあくまで目安であり、一例です。状況によっては多少の変動があります。 

    ２材料が必要な場合や処分が発生する場合には、別途実費を請求する場合があります。 

     3 除草・剪定作業の料金につきましては、お問い合わせ・ご相談ください。 

 ※ シルバー人材センターは、「親切」「丁寧」をモットーにしており、公共的団体ですので 

「安心」です。 上記以外の軽作業何でもご相談ください。 

           

◎会員を募集しています！！        地区別会員状況 

地区 会員数 

太田地区 211 

金砂郷地区 66 

水府地区 37 

里美地区 44 

  計 358 

 ・お仕事のご依頼は、電話又は来所にてお受けしています。 

 ・作業内容によって現場の下見を実施。（受注の可否判断） 

 ・受注後、会員を手配し、仕事をする日の調整を行います。 

 ・お仕事終了後、請求書を作成し、自宅又は事業所等へ郵送します。 

 ・お支払いは、銀行振り込み又はシルバー人材センター本支所にてお願いいたします。 

※ 高齢等により上記の方法でのお支払いができない方はご相談ください。 

シルバー人材センターに入会し、あなたの豊富な経

験・能力を活かしながら楽しく活動してみませんか。 

市内に住み健康で働く意欲のある 60 歳以上の方な

らどなたでも入会申込ができます。 

入会後は、各種講習会を行っています。安心してご

入会ください。女性の方、大歓迎女性の方、大歓迎女性の方、大歓迎女性の方、大歓迎です。 



◎自主事業◎自主事業◎自主事業◎自主事業    

 当センターでは、通常の請負業務以外に、自主事業として農作物や手工芸品の生産販売を実施

しています。１１月には常陸秋そばフェステｲバルに出店しますので是非ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 焼芋の販売（今年は紅小町です）      手芸品の販売（すべて手作りです） 

技能講習 

シルバー人材センターでは、入会後に様々な分野で活躍していただけるように、県シルバー人

材センター連合会と協力して各種講習会を開催し、できるだけ多くの会員に参加していただくよ

うに努めています。また、講習会受講後に入会を希望される方も歓迎いたします。 

 

                                

                      

    

     

 

 

 

 

 清掃スタッフ技能講習（座学）       清掃スタッフ技能講習（実技） 

 

 ２９年度開催予定表２９年度開催予定表２９年度開催予定表２９年度開催予定表（申し込み締め切りは、概ね開催日の約２０日前）  

                                                            ※下記以外にも年間を通して各種開催しています※下記以外にも年間を通して各種開催しています※下記以外にも年間を通して各種開催しています※下記以外にも年間を通して各種開催しています            

講習会名 開催日程 開催場所 定 員 

清掃スタッフ講習 １０月 11・１２日 東海村合同庁舎 10 名 

介護職員初任者研修 10 月 24 日から 25 日間 水戸市ニチイ水戸教室 20 名 

福祉有償運送講習 12 月１２・１３日 市パルテｲホール 15 名 

刈払機取扱者講習 12 月 15 日 市シルバー人材センター 30 名 

自動車安全運転講習 H.30．2 月予定 市シルバー人材センター 25 名 

   ※受講料は無料です。（但し、交通費・昼食代等は自己負担です。） 

    受講を希望される方は、事務所まで来所いただき、受講申込書を提出していただきます。 

                           

 

 



 ◎安全就業◎安全就業◎安全就業◎安全就業    

 シルバー人材センターは、６０歳以上の方々が様々な分野で就業していますので、何よりも安

全を最優先しています。そのため、定期的に作業現場を巡廻し安全・適正な作業を行っているか

点検指導を実施しています。 

 また、刈払機や三脚・梯子の適正使用法の講習会や安全運転講習会を開催するなど仕事中の事

故や、往復途上での交通事故防止に努めています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      刈払機取扱講習              三脚・梯子適正使用講習 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      セーフテｲーカー体験          シルバードライバーセミナー 

◎シルバー人材センターの平成２９年度 主要な実施事業  

 ４月～朝市出店（毎月第３日曜日：手工芸品・農作物）１０月 普及啓発強化月間 

 ４月～安全パトロール（毎月）         １１月 秋そばフェスティバル参加 

 ６月 刈払機取扱講習会             １月 「シルバー会報」発行 

 ６月 平成２９年度定時総会           2 月 刈払機取扱講習 

 ７月 安全・適正就業推進月間          ＜随時開催＞ ・入会説明会 

 9 月 安全運転講習               ＜時期未定＞ ・剪定技能講習会 

 

◇平成◇平成◇平成◇平成 29292929 年度定時総会年度定時総会年度定時総会年度定時総会    開催される開催される開催される開催される    

6 月 29 日（木）生涯学習センターにおいて、 

平成 29 年度通常総会が開催され、新役員の 

就任、予算等の案件が全会一致で承認されま 

した。 

また、総会に先だち、会員及び役員の功労者 

表彰が行われました。 

 （右写真：理事長を囲んでの記念写真） 
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