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会員数２，７１７人（男性１，６１０人、女性１，１０７人）【2 月末現在】

今年の冬は最低気温が高い暖冬と言われています。

◆就業相談日のお知らせ◆

さて、新型コロナウイルス感染症について報道にてご

毎月２回就業相談日を設けています。主に未就業の方

承知と思いますが、国で対策が講じられています。会員

を対象として就業に関する相談をお受けしております。

の皆様には出来ることを実践していただきますようお

予約制となっていますので、ご連絡ください。

願いします。

【事務局 079-291-4000】

・風邪や発熱などの症状が出た場合は外出せず、自宅
開催日

で療養する
・感染しやすい環境に行くことを避ける
・就業、外出から帰宅したときはうがい、手洗いを十

場所

分に行う 等
なお、今後のコロナウイルス感染症の状況により講習

内容

令和２年３月：２６日㈭
〃 ４月： ９日㈭・２３日㈭
姫路市中地３５４番地
姫路市勤労市民会館
相談時間１人２０分間

会等中止となる場合がありますのでご了承ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆３月の各種行事予定◆

◆令和２年度

月

日

３月５・
６日
３月１１・
２５日
３月１２・
２６日
３月１２日

３月１６日

３月１８日
３月２３日

３月２４日

年会費について◆

会議名

令和２年度分の年会費を次の要領でお支払いお願い

(内容)

します。なお、令和２年４月以降に就業された会員の方

植木剪定講習会（実技のみ実施）

は、配分金より控除する予定です。
(１ヵ月の配分金が 2,400 円以上の方が対象)

入会説明会

金額

年会費２，４００円

期限

令和２年

就業相談日

５月２９日（金）

①事務局で直接支払い
②銀行振込で支払い

草刈講習会（中止）
配分金支払日
筆耕研修会（中止）

方法

振込先

三井住友銀行

姫路市役所出張所

口座名義

公益社団法人姫路市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

口座番号

普通

振込先

ゆうちょ銀行

口座名義

公益社団法人姫路市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

口座番号

０１１３０－５－８４５１０

３０５４４４２

自転車安全運転講習（中止）
理事会
安全パトロール

※振込み手数料は各自ご負担ください。

料理教室（中止）

※次回の会員だよりは４月の中旬を予定しています。

あなたの地区班は
地区

地域、班長は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆会報「姫路しるばぁ」の原稿募集◆
令和２年８月発行の会報「姫路しるばぁ」第７５号の
記事を募集します。会員のみなさまの活動を紹介する会
報誌です。会報は会員のみならず、姫路市役所の各施設
でも配布され、多くの市民の方々の目にふれます。みな
さまのご応募をお待ちしております。

◆会員登録情報の変更について◆
会員登録時に「入会申込書兼会員台帳」に氏名等必要
事項を記載していただいていますが、その後に住所、
連絡先等の変更がありましたら、必ず事務局までご連絡
ください。緊急時のご身内の方等の連絡先も変更があり
ましたら事務局までご連絡ください。緊急時に連絡が取
れないと困りますのでお手数ですが、宜しくお願いしま

『会員のひろば』
（400 字程度）
・シルバーに入会して感じたこと、よか
ったことなど
・私の健康法（または健康のために続け
内

容

ていること等）

す。

【事務局 079-291-4000】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆安全・適正就業部会からのお知らせ◆
＝令和２年度以降 シルバー会員の
団体傷害保険について＝

『俳句、川柳、短歌及び詩』（一人３句
会員の皆様がセンターの仕事に就かれましても、それ

程度）
・普段の生活の中で感じたことを川柳や

は就職ではなく、会員とセンターまたは発注者との間に

俳句にしたもの

雇用契約は生じないので、仕事で万一事故が起きた場合

応募資格

姫路市シルバー人材センター会員

応募期限

令和２年６月１２日（金）

にも労災保険などの適用はありません。
そこで、センターではシルバー保険（「シルバー人材
センター団体傷害保険」、保険料は当センターが負担）
に加入していますが、令和２年度（令和 2 年 4 月 1 日以

（公社）姫路市シルバー人材センター
応募先

電話 079-291-4000

降）から、内容が一部変更されます。
変更箇所は以下のとおりですので、ご確認ください。

ﾌｧｯｸｽ 079-291-4020 [担当：平岡]

郵送もしくはファックスで提出
応募方法

※必ず会員№・氏名・住所・電話番号を
記載してください。
なお、紙面の都合で採用できない場合や

その他

保険の内容

文意の変わらない範囲で編集すること
があります。作品は返却しません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆お仕事のご案内◆
姫路市シルバー人材センターホームページ内に現在受
注している仕事を掲載しています。
（月２回程度更新）
URL：http://www.himeji-sjc.or.jp/『仕事の案内』

令和元年度

令和 2 年度

平成 31 年 4 月 1 日～

令和 2 年 4 月 1 日～

令和 2 年 3 月 31 日

令和 3 年 3 月 31 日

死亡

1,000 万円

令和元年度と同額

後遺障害保険

1,000 万円を上限

令和元年度と同額

2,000 円/日

5,000 円/日

1,000 円/日

3,000 円/日

100 万円を上限

無し

入院保険金
＊事故日から 180 日以内で、
計 180 日まで
通院保険金
＊事故日から 180 日以内で、
計 90 日まで
治療費の自己負担分
＊事故日から 365 日間以内

ご希望の会員さんは事務局までお電話ください。
【事務局 079-291-4000】
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『全国統一安全就業スローガン』
事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな

◆料理教室参加者募集◆
令和２年度『料理教室』を実施します。福祉家事援助サービスの就業を希望される会員の方を対象とした講習会
です。就業にあたって必要な知識・技術の向上のため計画しております。趣旨をご理解の上、希望される方は次の
要領でお申込みください。

料理教室実施要領
条件

① 全日程参加できる会員
② 家事援助サービスの就業に意欲のある会員（特に食事の支度）
４月２８日（火）

日程
時間
場所
指導者
定員
受講料
申込期限
申込方法

５月２６日（火）

６月３０日（火）

７月２８日（火） ９月２９日（火）

１０月２７日（火） １１月２４日（火） １２月２２日（火） ２月１６日（火） ３月２３日（火）
午前１０時から午後１時３０分【全日程】
姫路市市民会館５階料理教室
（姫路市総社本町１１２）
姫路いずみ会
２０名
※応募者多数の場合、締切後抽選を行い、結果を通知いたします。
３，０００円
※初回参加時に徴収します。
令和 ２年 ３月２７日（金）必着
申込書に必要事項を記入し提出
※ファックス可
〒６７０－０９７６

申込先

姫路市中地３５４番地 姫路市勤労市民会館
公益社団法人 姫路市シルバー人材センター
ＦＡＸ０７９－２９１－４０２０【担当：岩崎】

キ

リ

ト

リ

令和２年度 料理教室受講申込書
会員番号
氏

名

住

所

電話番号
（公社）姫路市シルバー人材センター
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

