
県内の会員は、約4.950人がんばってます !

会員登録は

1、 入会説明会に参加

2、 入会申込書を記入

3、 1固局」本目言炎

4、 会員登録手続き

5、 入会登録完了

※入会手続きは、各地域のシル

バー人材センターで行つておりま

す。詳細は、お住まいの地減のシ

人手不足解消に、きっと役立ちます !!

お近<の、シルバー人材センターを活用 してみませんか ?

仕事の発注方法

地域のシルバー人材センターに直接お電話でご連絡下さい。仕事の内容や条件などについて、
ご本目談させていただきます。
ご相談、お見積りの上、請負・委任形態であれば「請負 (委任)契約」、労働者派遣形態で
あれば、「派遣契約」を締結 します。
危険、有害、重労働の作業は、お弓|き 受けできないことがあります。
2つ以上の市町村にまたがった仕事や、地域のシルバー人材センターがお受けできなかった
仕事は、公益社団法人徳島県シルバー人材センター連含会で調整いた します。お気軽にご連
絡下さい。

料 金

【請負 。委任形態】
契約金額の中には、仕事をする会員の配分金、事務手数料 (7～ 15%程度)、 交通費が含まれ

ます。別途、材料費を頂<揚含があります。請求書は、シルバー人材センターが発行します。

【労働者派遣形態】
派遣料金は、派遣会員への賃金・手数料 (15～20%程度)、 加えて消費税を別途いただきま

す。請求書は、公益社団法人徳島県シルバー人材センターが発行します。
0代金は、シルバー人材センターによって異なりますので、地域のシルバー人材センターにお問
い合わせ下さい。

。代金は、直接的な賃金や給与ではありませんので、お支払いは外注費・委託費としてお支払い
下さい。

シルバー人材センターで行っている主な仕事

※お問い合わせは 〒771-0134
徳島市川内町平石住吉209-5m徳島健康科学総含センター内
公益社団法人 徳島県シルバー人材センター連含会
高年齢者活躍人材確保育成事業係
丁EL(088)676-4680 FA× (088)665-5551

シルバー人材センターに入会 しません/Dh?
原則として、60歳以上で健康で働<意欲のある方ならどなたでも入会できます。

シルバー人材センターとは
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会員登録について
シルバー人材センターで就業するには、シル
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【技術分野】    ~【 折衝外交分野】               【技育ヒ分野】               【サービス分野】
●家庭教師      ③販売員 0店番 ②配達・集配 ①集金     ●庭本などの剪定            ⑭家事サービス (掃除、洗濯、留守番など)

●学習教室の講師   ⑭営業 0電気、ガスなどの検針        0障 子 0る、すま 0網戸の張替え       0福 祉サービス
●自動車の運転                            o大 工仕事 0ベンキ塗り @刃物とぎ   (身の回りの世話、話相手、介助など)

①育児サービス (子守、送迎など)

【管理分野】               【事務分野)             【一般作業分野】
●建物管理 (ビ ル、刀ゞ ―卜、マンシ∃ン管理など) 0-般 事務 ●経理事務       ④除草 0草メ」り 0屋外清掃 ④屋内清掃 0農作業 (種まき、水やり、1収穫など
●施設管理 (スポーッ、遊技施設管理など)① 調査・集計事務 0筆耕 0宛名書き  ●包装 0梱包 (封入、袋詰めなど) ⑫エアコン 0換気扇の清掃
●駐車 (輪)場の管理          oパ ソコン入力           0調 理作業 (皿洗い、配膳など) のチラシ・ビラ配り ①荷造り 0運搬



蔵齢[凱魏凱 花櫂穿訪曜鶏綿耀雇暉聞J翅
この講習会は「高年齢者等雇用の安定等に関する法律」に基づいて行う国 (厚生労働省)の事業

です。
各市町村シルバー人材センターに入会を希望する60歳以上の高齢者を対象に、就業を前提とし

た専門矢□識 。技能が習得できる技能講習を県内各地で開催いたします。

対象地域 講習名 講習期間 日数 定員 講習会場予定 申込受付日 受付場所

徳島市
石井町
神山町

佐那河内村

保育サービス請習 6/10(月 )～ 6/14(金 ) 5日 7 徳島県立障がい者交流プラザ

5/13(月)～5/15(水)の 3日 FB5

(10時 ～15時 )

ハローワーク徳島

フォークリフ ト技能請習 6/24(月 )～ 6/28(金 ) 5日 8 中央技能講習所

食品等販売スタッフ養成請習 6/26(水 )～ 6/28(金 ) 3日 7

徳島県立障がい者交流プラザ生活援助従事者研修 7/1(月 )～ 7/31(水 ) 15日 7

介護送迎車運転請習 9/10(火 )～ 9/13(金 ) 4日 7

8/19(月)～8/21(水)の 3日 FB5

(10時 ～15時 )

ハウスキーパー養成講習 9/3(火 )～ 9/6(金 ) 4日 7 阿波観光ホテル

調理補助業務請習 9/24(火 )～ 9/27(金 ) 4日 7 徳島県立障がい者交流プラザ

介護職員初任者研修 10/1(火 )～ 11/22(金 ) 30日 7 徳島県立文学書道館

三好市
東みよし町

刈払機作業者講習 6/19(水 ) 1日 15
(公社)三好市

シルバー人材センター
5/20(月)～5/22(水)の 3日 FBB

(10時～15時 )
(/AN社 )三好市シルバー人材センター植木剪定請習 6/24(月 )～ 6/27(本 ) 4日 5

襖・障子張替講習 7/2(火 )～ 7/5(金 ) 4日 5

吉野川市
調理補助業務請習 7/9(火 )～ 7/12(金 ) 4日 7 (/AN社)吉野川市シルバー

人材センター

6/10(月)～6/12(水)の3日間
(10時 ～15時 )

ハローワーク吉野川

植木剪定請習 7/22(月 )～ 7/25(木 ) 4日 7

阿波市

事務補助養成請習 7/16(火 )～ 7/19(金 ) 4日 7

市場総合福祉センター襖・障子張替講習 7/29(月 )～ 8/ (本) 4日 7

水回リメンテすンス講習 8/6(火 )～ 8/9(金 ) 4日 5

つるぎ町
植木剪定請習 8/5(月 )～ 8/8(本 ) 4日 6 (公社)つるぎ町

シルバー人材センター 7/8(月 )～7/10(水)の3日間
(10時～15時 )

(/At社)つるぎ町シルバー人材センター
襖・障子張替請習 8/26(月 )～ 8/29(木 ) 4日 6

美馬市 植木剪定講習 8/20(火 )～ 8/23(金 ) 4日 7 うだつアリーす うだつアリーす

小松島市
勝浦町
上勝町

事務補助養成講習 8/27(火 )～ 8/30(金 ) 4日 7
(/At社)」 松ヽ島市

シルバー人材センター
7/29(月 )～7/31(水)の3日 FB5

(10時～15時 )
(/Ak社 )月 松ヽ島市シルバー人材センター植木剪定講習 9/2(月 )～ 9/5(木 ) 4日 6

襖・障子張替請習 9/24(火 )～ 9/27(金 ) 4日 6

鳴門市
藍住町
北島町
上板町
板野町
松茂町

メ」払機作業者講習 10/3(本 ) 1日 15 鳴門市健康福祉交流センター

9/9(月 )～9/11(水)の 3日間
(10時～15時 )

鳴門市健康福祉交流センター

水回リメンテすンス請習 10/8(火 )～ 10/11(金 ) 4日 5
(/Ak社)藍住町

シルバー人材センター (/Ak社)藍住町シルバー人材センター植木剪定講習 10/15(火)～ 10/18(金 ) 4日 8

マンション管理補助員講習 10/28(月 )～ 10/31(本 ) 4日 5

清掃スタッフ養成講習 10/21(月 )～ 10/24(木 ) 4日 7 サンライフ北島 サンライフ北島

美波町
海陽町
牟岐町

メ」払機作業者請習 11/5(火 ) 1日 15 美波町医療保健センター

10/7(月 )～10/9(水 )の3日間
(10時～15時 )

美波町医療保健センター

阿南市
那賀町

植木剪定講習 11/11(月 )～ 11/14(本 ) 4日 7

那賀川社会福祉会館 ハローワーク阿南水回リメンテすンス請習 11/18(月 )～ 11/21(本 ) 4日 7

襖・障子張替講習 11/25(月 )～ 11/28(本 ) 4日 7

・ お住いの各市町村シルバー人材センターに入会し就業を希望する60歳以上の方。
・原則として講習会の全日程を受講修了できる方。
・受付申込日に、受付場所で受付を行います。 (電話での受付は致しません)

・詳し<は、/At益 社団法人徳島県シルバー人材センター連合会へお問い合わせ下さい。
・上記の年間計画は予定です。変更になる場合がありますのでご了承<ださい。

/AN益社国法人 徳島県シルバー人材センター連合会

〒771-O」 34 徳島市川内町平石住吉209-5
(株 )徳島健康科学総含センター1階

丁巨L(088)676-4680
※本チラシは「厚生労働省徳島労働局 翁和元年度高齢者活躍人材確保育成事業」により作成 しま した。


