
新聞に載らない内緒話
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定年、 職探し。

　「64 歳 !　 まぁ、 お若い」 とおだてられたから、 こっちも 「そうすかっ︕」
と若者言葉になった。
　４月の終わり、 シルバー人材センターを訪れた。 ５月末日の、 定年延
長終了１カ月前である。 退社がさし迫り、 次の職を探さなければならない。
一方で年金生活も始まるわけで、 生活がにわかに逼迫（ひっぱく）するわ

けではないが、 「毎日が日曜日」 でも困る。

　当初、 人材センターに電話を入れると 「入会説明会 ・ 登録会」（月２
回ほど）に出席して欲しいと言う。 予約制で、 日にちを指定された。 午
前９時半～正午まで拘束される。

　後日自宅に厚めの封書が届き、 開くと 「会員ガイドブック」 「入会申込
書兼会員票」 「緊急連絡先／配分金口座振り込み届」 「個人情報の取
り扱いに関する同意書」に加え、配分金（給料にあたる）振り込みのための、
ゆうちょ銀行口座開設を求めている。 慌てて郵便局で手続きをし、 書類に
必要事項を書き込み、 押印をして当日を迎えたわけである。

　会場をのぞくとすでに女性が２人、 着席している。 バックに軽音楽が流れ
ているのは高齢者に対する配慮であろうか。 最終的に全 18 席に男性４
人、 女性７人が集合して説明会は始まった（いずれも私より高齢と思わ
れる）。 センター所長のあいさつ、 就業に関する心構え、 保険対応など子
細な説明のあと、 就労者たちの日常を収めたビデオが流された。

　ご存じ外国人タレントのダニエル ・ カールが現場を訪ね、 高齢者たちの活
動ぶりをリポートする。 大学時代に交換留学生として来日、 関西外国語
大学に留学し伝統芸能の文弥人形を学んだ、 その人の山形訛り（なまり）
は部屋を和ませる。

　これらレクチャーされた上で 「では皆さん、 人材センターに登録しますか」
という問い掛けとなる。 私の隣席にいた男性高齢者は 「わしゃ、止めとくわ」
と退場。 残った 10 人が面接、 顔写真撮影と相成った。

　「免許などお持ちで︖」 と担当者が問うたのは、 私の〝身上書〟特技
欄が空白であったからである。 「ありません…」 と小さく答えると、 空白に大
きく斜線が引かれた。 そう、 新聞記事を書くくらいしか特技（であろうか）
がない。 情けない。

　はたして職はあるのだろうか。 「希望する仕事」 を記したＡ４用紙は表裏
にビッシリ職種が連なる。 大ざっぱに挙げれば施設管理、物品管理、屋内、
屋外作業、 サービス、 技能を要する仕事、 製作加工、 経理事務、 一
般事務、 筆耕、 特殊技術、 教育指導、 コンサルティングなどなど…一部、
やってやれそうな職種もあるが、 さて。

　目を凝らすと隅に、 「翻訳編集」 の項目がある。

　「これならば」 と身を乗り出したら担当者、 「この仕事は現在、 注文、
依頼が入っておりません」 とあっさり却下。

　そうですか。 こりゃ、 苦戦しそうである。

（2018 年 05 月 21 日更新）

　◇「新聞に載らない内緒話」 執筆者のコラムがニッカンスポーツ ・ コムでも。
 　　　「新聞に載らない内緒話」
http://www.nikkansports.com/general/column/naisyo/news/
　　　　　※上記のＨＰ（ホームページ）からの原稿の転載はご遠慮ください。

★スポーツ、 芸能情報は日刊スポーツで。 ご購読申し込みはお近くの朝日新聞販売店、
もしくは日刊スポーツ販売局フリーダイヤル　０１２０－８１－４３５６まで
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※当紙面に掲載している内容は券面記載内容の一部です。 詳しくは券面をご覧ください。

当選後の枚数追加や〆切日を過ぎた応募には、 チケット手配の都合上対応できかねますのであらかじめご了承ください。

応募〆切︓今月 10 日必着／宛先︓当誌４ページに記載

[ 企画展 ] 水を描く ―広重の雨、玉堂の清流、土牛のうずしお―（ペア券）
（山種美術館）7月 14日㈯～9月 6日㈭まで／10名様

世界報道写真展2018（ペア券）
（東京都写真美術館）8月 5日㈰まで／10名様

生誕120年 イスラエル博物館所蔵
ミラクル　エッシャー展（ペア券）

（上野の森美術館）7月 29日㈰まで／10名様

特別展「縄文―1万年の美の鼓動」（ペア券）
（東京国立博物館）7月 3日㈫～9月 2日㈰／10名様

ヨコハマおもしろ水族館 /赤ちゃん水族館（ペア券）
7月 31日㈫まで／10名様

フィールド・アスレチック 横浜つくし野コース（ペア券）
7月 31日㈫まで／10名様

全国高校野球神奈川大会トーナメント表（Ｂ２サイズ）
3名様

全国高校野球神奈川大会（Ａ３版）トーナメント表
るみえる応募者全員プレゼント (希望枚数記入 )

【応募方法】
はがき、 FAX、 ホームページまたはメールにて受け付けています。 住所 ・ 氏名 ・ 電
話番号、 および希望プレゼントを漏れなく記入して下さい。 希望者多数の場合は抽
選となりますので、 外れた場合の第二希望がありましたらそちらも併せてご記入下さい。
直接メールされる方は、 お手数ですがメールタイトルを 「プレゼント申し込み」 とご記
入下さい（無題ですと、 迷惑メールと判別して削除される事があります）。

①応募者多数の場合は抽選となります。
②発送を以って当選発表とさせていただきます。
③応募は、一世帯一回までです。 複数応募された場合、有効は一通のみとなります。
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～　古紙回収サービスのお知らせ　～
12 時までのご連絡は当日回収行います。
バイクでの回収の為、 必ず紐で結わえて下さい。
ご協力お願いします。

①新聞　／折込チラシも同梱 OK。 本は同梱 NG。
②ダンボール　／ 60 ㎝ ×80 ㎝以内（道路交通法により）
③雑誌　／紐で十字に縛ってください
3 種類に分けて結わえてください。

ビニール袋など混同しないでください。 カタログのビニール梱包は取り除いてください。

※再生紙、 トイレットペーパとの引換えは行いませんのでご了承下さい。
自治会等の回収と混同しない為に受付後の回収になります。
オートロックマンションの方はその旨お知らせください。
バイクでの回収の為、 天候のご配慮お願いします。

額絵新シリーズが
7月からスタートします !!
ご希望の読者様には無料で進呈 !!
現在のシリーズを進呈中のお客様で、
新シリーズをご希望の場合は新たに
お申し込みが必要となります。
※専用ファイル977円（税込）とアー
トフレーム977円（税込）は、数に
限りがありますのでお早めにお申し
込みください。


