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シルバー人材センターシルバー人材センター「今こそ」

今今今今こここののの瞬瞬瞬瞬瞬間間間ががが一一一番番番番番若若若若いい。。今この瞬間が一番若い。
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開 催 日：11月27日（火）
開催時間：10：00 ～ 12：00　
開催場所：イオン鹿児島中央店7階よかセンター
講　　演：「あなたはどのタイプ？」楽しく伝え合う対人コミュニケーションのコツ
講　　師：株式会社アルテミスジャパン
　　　　　代表取締役　乙守　三千代 氏

開 催 日：1月30日（水）
開催時間：12：30 ～ 15：30　
開催場所：イオン鹿児島中央店8階よかセンター多目的ホール

シルバー人材センターご案内シルバー人材センターご案内
2018

ワンコイン
まごころサービス

ほほえみサロンほほえみサロン

市内にお住まいで65歳以上の方へ

お気軽にご相談ください。

踊り、民謡、琴、手品、体操など
社会福祉施設等、訪問先募集中

《10分以内のお手伝い》
●朝のごみ出し　　
●電池の交換など

11月21日（水）フレバリウム教室
12月19日（水）ローヤルフラワー教室
1 月16日（水）廃材で作るエアコートフレバリウム

《30分以内のお手伝い》
●電球交換
●日用品の買い物など

不用品・粗大ごみ回収廃棄します！

シニアビューティーアップ講座

まずは、事前のお見積もりを！！

美しく年を重ねたい市内在住の60歳以上のシニア女性を対象

●お庭で不要となったプランター・鉢類　●大掃除やお引越しの際に出たごみ（粗大ごみ）等など
ご利用料金（①+②）
①基本料金　1時間以内の作業：4,000円　②処分料　1kg当り7円で実際に計った重量の料金

お見積無料

先着150名

公益社団法人鹿児島市シルバー人材センター

シルバー会員になって、前向きな人生を送りませんかシルバー会員になって、前向きな人生を送りませんか 対象：
60歳以上の方

●女性限定入会セミナー

開 催 日：12月6日（木）、18日（火）
　　　　　 1月9日（水）
　　　　　　2月7日（木）

開催時間：10：00 ～ 12：00　
開催場所：鹿児島市シルバー人材センター　

●平成30年度入会説明会日程 要予約

要予約

要予約

笑顔が
集まる

入会申込書は、ホームページ　http ://kagoshima-sjc .or . jpからも入手できます。

さまざまな『楽しい講座』を開催♪（事前申込要）
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インワンコイ
で65歳以上の方へ市内にお住まいでで65歳以上の方へ市内にお住まいで 《10分以内のお手伝い》

●朝のごみ出し　
●電池の交換など

当日入会者に

プレゼント！！

女性会員によるボランティアグループ

りわまひ

平成29年度実績…1.174件

平成29年度実績…104件

女性会
員大歓

迎！

会員入会歓迎！会歓歓歓入会歓迎！入入入入会会会歓歓迎迎迎迎！！

結成

無　料

無　料 プレゼントあり

ミセスファッションについてのお話し
や眉メイク・ハンドマッサージ等が
無料で体験できるコーナーがありま
す。お待ちしております。
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このようなお困り事はシルバー人材センターへぜひ、ご相談ください。その他の困り事も相談に応じます。このようなお困り事はシルバー人材センターへぜひ

●一億総活躍社会を支える ●登録会員の主な有資格者数

など様々なシーンで活躍

①人手不足の企業への派遣
②高齢者世帯の支援

③子育て世帯の支援

シルバー会員は、高齢者の経験や技能
といった財産を生かして、地域を支える
立場になってきています。

る

遣

企業への派遣

企業・法人向け各種サービス

・調理師…………… 107人
・保育士………………43人
・幼稚園教論…………29人
・ホームヘルパー…234人
・社会福祉士…………17人
・介護福祉士 ……… 53人
・看護師………………58人
・管理栄養士 ………… 2人
・栄養士 ……………… 9人

・大型1種免許 ……133人
・大型2種免許………67人
・小学教諭……………86人
・中学教諭………… 104人
・高校教諭……………73人
・日商簿記 1 級………2人
・日商簿記 2 級…… 18人
・1級建築士…………18人
・2級建築士…………25人

・シルバー観光ガイドの会

・ゴルフ同好会
・ゲートボール同好会
・おはら祭同好会
・希楽会（手芸同好会）

・書道研鑽会

・囲碁同好会
・カラオケ同好会
・フォークダンス同好会

・卓球同好会
・歩遊会（登山・ウォーキング）

●センターの同好会活動「参加してみま
せんか」

シルバー観光ガイドの会は研修
等の同好会活動で培った知識でお

客様のご要望に合わせ、おもて
なしの心でガイドを承ります。

「シルバー観光ガイドの会」

ご相談く、ご ださい。その他の困り事も相談に応じます。

●登録会員の主な有資格者数●

け各種サービス

・調理・ 師…………… 107人
・保育士………………43人・
・幼稚園教論…………29人・
・ホームヘル・ホームヘル・・ パパーー……234人234人
・社会福祉・ 士…………17人
・介護福祉・ 士 ……… 53人
看護・看護・ 師師 58人………………58人
・管理栄養・ 士 ………… 2人
・栄養・ 士 ……………… 9人

・大型1種免許 ……133人
・大型2種免許………67人
・小学教諭……………86人
・中学・中学教諭教諭…………………… 104人104人
・高校教諭……………73人
・日商簿記 1 級………2人
日商簿・日商簿記記 22 級級…… 18人18人

・1級建築士…………18人
・2級建築士…………25人

私達は、これまでも、これからも、地域を社会を支える存在でありたい私達は、これまでも、これからも、地域を社会を支える存在でありたい
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概　要

●会 員 数（会員増加数全国2位）
29年度の会員増加数は、27年度と比べ
て、640人増加し、全国1,325団体の中
で、神戸市に次いで、全国2位。特に
女性会員の伸びは、男性を上回る勢い
です。

●契約金額（増加額全国1位）

※当センターは、高年齢者雇用安定法に基づき設置されている公益社団法人で、国や鹿児島市の支援を受けて運営しています。

29年度の契約金額は、27年度と比べて、
323百万円増加し、全国1位。特に人手
不足分野を中心に派遣契約金額が255
百万円増加しました。

「シルバーパワー全開」

●一般事務、経理事務
　 ※1時間814円～1,078円　　平成29年度実績……40件

●文書等作成、データ入力
　（エクセル、ワード入力）
　 ※1時間968円　　　　　　　平成29年度実績……47件

●筆耕
（封筒・葉書・年賀状等の宛名書き、賞状、横断幕等）
　 ※料金は文字数等によります。平成29年度実績…771件

●封入れ、袋詰め
　 ※1時間814円　　　　　　　平成29年度実績……86件

●各種試験監督等
　 ※1時間1,386円～　　　　 平成29年度実績……43件　

●事業所内清掃
（事務所、工場、病院内等のトイレ清掃等）
　 ※1回（3時間以内）2,684円
　　　　　　　　　　　平成29年度実績…1,706件

●マンション等の管理物件清掃
　 ※1回（3時間以内）2,684円　　
　　 　　　　　　　　　平成29年度実績…2,881件

●アンケート調査、通行量調査等
　 ※1時間814円～　　　　　平成29年実績…17件

●イベント時の搬入搬出
　 ※1時間968円　　　　　　平成29年実績…42件

●検針、集金等
　 ※1時間814円～968円　　平成29年実績…28件

※3時間以内の作業の場合は、3時間で計算させていただきます。

観光ガイドの研修の様子

会員になったら楽しいことが待っています

今、鹿児島が熱い！　明治維新150年
鹿児島の歴史が注目されています。

●お部屋の掃除、洗濯等
　 ※1回（3時間以内）2,684円　　平

成29年度実績…953件

●高齢者宅の掃除、洗濯、食事作り
等

　 ※1回（3時間以内）2,684円　　平
成29年度実績…394件

●病院の付き添い、散歩、外出の手
伝い等

　 ※1回（3時間以内）2,684円（車い
すの場合は別途料金）

　 　　　　　　　　　　　　　　平
成29年度実績…40件

●子育て支援
　　子守り、育児の手伝い、

　　学校・習い事の送迎等

　 ※1回（2時間以内）1,760円

　　 平成29年度実績…68件

●剪定・伐採　　　※1時間1,221円　　平成29年度実績…6,136件
●草払い　　　　　※1時間1,233円　　平成29年度実績…2,718件
●除草　　　　　　※1時間814円　　平成29年度実績…3,190件
●空家の状況確認（報告書と写真で報告します）　※1回2,780円

●墓石の掃除と周辺の除草・清掃
　 ※1回（3時間以内）2,684円　平成29年度実績…189件

● 花の取りかえ（花の種類等はご相談に応じます。）
●作業前後の写真撮影
　 ※1回1,030円　　 　　　

会員数・契約金額ともに過去最高

鹿児島市シルバー人材センターはこんな法人です。鹿児島市シルバー人材センターはこんな法人です。 シルバー会員が「困った！」を解決します。シルバー会員が「困った！」を解決します。

墓参り代行サービス

●会員の声

会員が楽しく活躍しています

居住環境の保全、空家・空地管理代行家事支援サービス

（ ）

企業・法人の人手不足を解決します 資格を生かして頑張っています！

公園清掃の様子

保育補助の様子

ひまわり劇団慰問の様
子

家事支援の仕事
現在病院の付添を行っております。話し相
手の仕事では、利用者様が週1回の訪問を
心待ちにしてくれています。

公園清掃の仕事
友達ができるのと体を動かしたら、
ご飯が美味しいし、夜もよく眠れる
し、それがうれしい！

有料老人ホームの仕事
新しい経験、仲間ができて楽しい。働くようになって
元気になったと言われる。

保育園の仕事
久方ぶりにお子さんと触れ合う
のは、とても楽しく元気をもら
います。

観光ガイドの会のお楽しみ
観光ガイドに必要な研修会を毎月１回行い、時には、
花見や忘年会をして、楽しく活動しています。

ワンコインまごころサービスの仕事
お客様からの感謝の言葉がうれしくて、このサービ
スを続けています。これから、ますます必要になっ
てくる事業だと思います。

シニアビューティーフェアに
モデルとして参加
気持ち良くてあっという間。恥ず
かしがり屋で引っ込み思案だった
が、自信がついた。

ひまわり劇団のお楽しみ
劇団員の人達が素敵な人ばかりでし
た。自分の人生ですから、人のため
だけでなく、自分の健康のためにも
活動をしています。 ひまわり劇団慰問の様

子

月１回行 、時には、
動しています。
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公園清掃の様子

保育補助の様子
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