第 255 号

平成２５年２月１２日

公益社団法人

三田市シルバー人材センター

〒６６９－１３２３
三田市あかしあ台５－３２－２
電

話

ＦＡＸ
Ｅメール
○

シルバーホームページ

５６４－７５０１
５５３－１３００
sandasc＠ onyx.dti.ne.jp

http://www.onyx.dti.ne.jp/sandasc/

適正就業に関する取り組み
現在、当センターでの適正就業の進捗状況は、12 月 16 日～26 日の間、適正就業是正対象とな
る企業（34 社）へ役職員が手分けして訪問し、今回の件について対応が遅くなり、各企業にご迷
惑をかけたお詫びと、適正就業についての取り組みをご説明すると共にご理解を求めました。
中には、ご理解はいただいても、長年続いてきた現状を変更することが困難で、実施にむけての
検討が必要な場合もあり、企業側の今後の就業体制についての回答をまとめるまで、暫く時間が
かかりました。（下図参照）
企業からの回答の中には、適正就業推進が困難で、発注の継続を断念する事業所や、会員の直接
雇用への切り替え、派遣事業への切り替えなどを検討されている事業所もあり、次年度以降の実
績減少が懸念されます。
次に、1 月 22 日、24 日、25 日の 3 日間において、実際に就業されている会員の皆さんへの説明
会を実施し、対象者の約半分が出席されました。
説明会は、事前の「シルバー・エコー」や担当者からの情報提供があったからか、大きな混乱は
なく、就業日数、時間の短縮または、就業人員の増員による適正就業の推進についても、ご理解
を頂けたものと思います。
一部、収入の減少を気にされる会員も居られましたが、就業で得た「配分金」は、生活を支えて
いく程のものではない事を、改めてご理解いただくようお願いしました。
今後は、適正就業に沿った契約書案の作成、就業人員の調整等を行い、新年度に向けて適正就業
実施に取り組んでいきます。
対

応

内

容

件

数

１３件
現在の就業会員を増員して、就業日数等を調整するところ
８件
就業日数・時間等、就業内容の見直しを行うところ
２件
派遣事業への切り替えの検討を行うところ
２件
契約書内容見直し等で、現状の就業内容には影響のないところ
３件
直接雇用等、シルバーへの発注が中止となるところ
６件
詳細について、再度検討を要するところ
また、公共関係からの受注については、市営駐輪、駐車場管理業務おいて、既に１月から就業会
員の増員や、就業時間の見直し等を実施し、適正就業に努めています。

「伸びゆく三田」全戸配布

就業会員募集

１月号「シルバー・エコー」や「募集チラシ」で案内していますが、未だ地域によっては定員に足りて
いません。原則的に会員の皆さんのお住まいの地域に配布して頂く予定です。皆さんからの多数の応募
をお待ちしています。

京都府南丹市美山萱葺きの郷ツアー

フラワータウン地域班

福井 義行

１２月３日朝起きると一面の霧。集合場所に着いても霧は晴れず、天気の悪い出発となりました。しか
し、美山の郷に着くころには、日本晴れの良い天気になりました。
萱葺きの懐かしい風景がとても好きです。写真を撮ったり撮られたりしていると、予定の時間があっとい
う間に過ぎてしまいました。
バスツアーで一番の楽しみは、食事タイムです。その土地の地産地消の食材は格別なものがあります。
なかでも今回は、自然薯そばがとても美味しかったです。
次に足を伸ばした小浜市では、春の訪れを告げる奈良の東大寺二月堂のお水取りに、小浜市の水が運ば
れていると聞きびっくりしました。また明通寺では、ご住職のありがたいお話と、威厳のある国宝の三重
塔を見て、仏様の素晴らしさを体験しました。
私は昨年度入会し、他の会員さんもほとんど存じませんでしたが、今回のバスツアーで沢山の会員さん
と知り合い、これからの私の人生に潤いをもたらすものと思います。
シルバーと言えばすぐ「仕事」を連想しがちですが、会員同志のふれ
あい活動や、趣味の会、その他「シルバー感謝祭」などいろんな行事が
あります。そのような活動を通じて第二の人生をより楽しく充実した生
活を送りたいものです。
「今日も元気に ごはんがうまい」を合言葉に、がんばりましょう。

和気あいあい、小野地域班親睦会

1 月 27 日（日）。有馬富士共生センターにて、小野地域班が親睦会を開催しました。
その名のとおり、難しい議題や協議はなく、会員同士の親睦を深めるのが目的の会で、地域班の過半数の
会員さんが参加されました。
先ずは、出席者の自己紹介を行い、続いて事務局から「シルバー人材センターとは」と言うテーマで、
シルバー事業のあり方や、会員としての事業参加に理解を求めました。
次に、地域担当の岩磨理事より「現在、地域班の状態がいい雰囲気でまとまっている。更に活動を高め、
より良い小野地域班を目指したい。」と地域班の結束を呼び掛けました。
最後の意見交換では、
「もっとこんな会を増やして欲しい。」
「もっと顔や名前を覚えたい。
」
「名札を付け
よう。」
「今度の席順はくじ引きにしよう。
」
「地域でグラウンドゴルフをやったらどうか。」など積極的で屈
託のない意見が飛び交い、和やかで有意義な親睦会をなりました。
最初は、どうなるかと不安だった役員さん達も、手応えのある内容となったと思います。

＜シルバー会員インタビュー＞

＜こんな仕事あります＞

やざわ

・植栽管理（三田屋本店・武庫が丘）
10 日/月

9：00～16：00

立春も過ぎ春が待ち遠しい寒さの厳しい毎日です。

男性１名

担当：草地

矢澤さんは平成２１年の１１月に子育てカンガルー

・建築仮設資材整備（豊神・末）
10～13 日/月

のメンバーに入りたくて、シル

9：00～16：00

男性２名

バー会員に登録されました。そ

担当：大野

して翌年２月にメンバーの一

・屋内清掃作業（あおぞらクリニック・大畑）
10 日/月

員になられました。

7：00～11：00

入られた動機は「東京で孫が生

女性１名

担当：草地

まれ、この頃の子育ての様子を知りたいためだった」

・建築仮設資材整備（菅機械・下槻瀬）
10～13 日/月

と仰ってました。

8：00～16：30

男性１名

子育てカンガルーでは３～４日/月程就業していま

担当：草地

す。
「お預かりするお子さんには大変気を使うけれど

・納豆製造補助（ミツカン・テクノパーク）
２勤２休

もとても可愛いので、楽しく仕事をしています。
」と

8：30～18：15

男性数名（70 歳未満）

の事です。
担当：草地

また、子育てカンガルーの他に、３～４カ所で一般

・ゴルフ場グリーン刈込（武庫ノ台ＧＣ・神戸市北区）
13 日/月

みちこ

矢澤 道子さん

6：00～ 9：00

家庭の家事手伝いをしておられます。こちらは１～
２時間余りの簡単なお手伝いだそ

男性１名

担当：草地

うです。
また、趣味として中央公民館のサー
クルでフラダンスを楽しんでおら

『会員アンケート実施』
今回、全会員を対象に、アンケート用の葉書を同封
しています。今後の事業運営に役立てたいと思いま

れます。好感の持てる素敵な笑顔の
さわやかな人でした。

（Ｏ記）

すので、回答へのご協力よろしくお願いします。詳

（

しくは、同封の資料をご覧ください。
回答締め切り：平成２５年３月１５日（必着）

２月の映画研究会
お知らせ
商工会館５階で始まっています。１９日まで、

日時
会場

していますので、該当する方は「伸びゆく三田」

上映映画

「半落ち」

をご覧になってから行くようにして下さい。

２００４年

日本

既に２月６日から確定申告受付・相談が三田市

２月１８日（月）

13:30

シルバー事務所１階サークル室

１２１分

主演：寺尾聰/柴田恭兵
＜４ページクイズの答え＞
正解

１

２

３

４

５

６

７

８

○

×

×

○

○

○

×

○

入会説明会のご案内
お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい
・２月２８日（木）１３時３０分～
・３月２８日（木）１３時３０分～

３月の映画研究会
日時

３月１８日（月）

会場

シルバー事務所

13:30～

上映映画「ゴッド・ファーザー

１９７２年

アメリカ

PARTⅠ」

１７５分

主演：マーロン・ブランド/アル・パチーノ

新入会員紹介（順不同・敬称略）
今回は１５名の方が会員登録されました。

渡邉 公子（末）
小川 政子（あかしあ台）
個人情報保護のためお名前は伏せています.
入会説明会
茶谷 卓慈（弥生が丘）
下山 清（横山町）
2 月 28 日 3 月 28 日
小西 稔（高次）
佐々木 藤雄（下内神）
13:30
から事務所で開きますので
前田 義明（あかしあ台） 西村 文夫（つつじが丘）
お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。
藤原 敏幸（あかしあ台） 吉岡 豊浩（屋敷町）
入会ご希望の方は事前に事務所までお電話下さい。
井上 善弘（学園）

中井 靖二（すずかけ台）

清水 昭司（あかしあ台）

福島 貞夫（狭間が丘）

向井 ひとみ（大川瀬）

Ｑ７ バレンタインに良く見かける「ウイスキーボンボ
ン」
。この「ボンボン」とはドイツ語である。
Ｑ８ 日本で最初にバレンタイデー向けチョコレートを
発売したのは「モロゾフ」である。
（クイズの答えは P３参照下さい）
イカナゴのくぎ煮
イカナゴは大変栄養価の高い食品で、骨や内臓も一
緒に食べるためビタミン類（特にＡ）
、カルシウム、リ
ン、鉄などのミネラル成分も豊富に含まれています。
くぎ煮を毎日食べて健康を維持しましょう！

２月１２日迄の行事報告

（ＯＡ記）

２月 ５日（火） PR 用 DVD 撮影（兵シ協）
２月１２日（火） 総務・財政部会

次回の配分金お支払日は ３月１１日です。

２月１３日からの行事予定
２月１８日（月） 理事会
１４日（木） 業務部会

当センターでの仕事相談日は３月２１日（木）と

４月１７日（水）の１０時から１２時です。

２０日（水） 仕事の相談日
２８日（木） 入会説明会

ティーブレイク

項目

平成２３年度

平成２４年度

会員数（人）

1,041

1,045

受注件数（件）

3,009

2,945

契約金額（円）

368,672,567

388,586,650

（平成２３年度・２４年度 1 月分迄累計）

バレンタインデークイズ
２月１４日は聖バレンタイデーで

伝言板

すが、皆さんはどなたかにチョコレー

早 春 賦

トを贈られますか？
ご主人？息子さん？またはお孫さんでしょうか？
今回はバレンタイデーに関するクイズです。いくつ正

今の季節、私は朝、洗濯物を干し乍ら、この唱歌を
よく口ずさむ。
“春は名のみの風の寒さや 谷の鶯唄は

解できるでしょうか？ ○×形式です

思えど 時にあらずと声も立てず 時にあらずと声も

Ｑ１ チョコレートの原料になる「カカオ」生産量世

立てず”何と作詞家の心はこれ程までに人の心情を読

界一はコートジボワールである。
Ｑ２ ベルギーの高級チョコレートメーカー
「ゴディバ」

むのだろうかとよくよく感心する。二月、如月、衣更
着（衣を重ねて着る）
、今月の呼び名は古来より人々が

の名前の由来はベルギーの伯爵の名前である。

春を待ちわびた所以だろう。これからは、三寒四温の

Ｑ３ チョコレートを食べ過ぎるとニキビになる。

時期を迎え、梅が咲き、桜が咲き・・・春風に身をゆ

Ｑ４ 女性が男性にチョコレートを贈る習慣を始めたの

だねられる季節。嗚呼早くこいこい春よ来い、誰しも

は、日本である。
Ｑ５ チョコレートの国ベルギーと日本
を比較すると、2010 年のチョコレ ー
ト 国内生産量、消費量ともに日本の方が多い。
Ｑ６ ヨーロッパには「ホワイトデー」は存在しない。

が待ちわびる暖かい季節、でも、庭の木々はもうつぼ
みを膨らませつつあります。少し早い春をどこかで探
してみませんか？
（Ｙ・Ｍ記）

