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公益社団法人として 1年目となる、平成２４年度が終了しました。 

会員数は、1,035名（男 767名・女 268名 前年度 1,051名）でわずかに減少しています。 

月毎の契約金額は、ほぼどの月も前年度を上回る結果となり、総契約金額は、４億５千８百万円 

（前年度４億３千６百万円）で昨年と比較すると約 5％アップとなっています。特に軽作業分野におい

て２千８百万円の増額で 13％増となり、公共ではごみ袋配送作業、武庫川堤防沿い除草作業。民間企

業では製造補助作業などの増強が伸びたのが要因と思われます。但し、受注件数は800件以上減少

しており、主に一般家庭の受注が減少し、企業など大口受注が増加傾向となりました。（全体でも

1,515件の減少となり、軽作業の減少はその過半数を占めています。） 

 

事務整理も 12％増となっていますが、3 月に市から発注のあった防犯灯設置状況突合作業で、５０万

円の実績があったことが影響しています。（それがなければ昨年より約 10万円増に留まっています。）

また、駐輪場の閉鎖、介護補助作業や植栽管理の減少等により、管理、サービス、技能分野について

は、減少となり、特にサービス分野は 23％も落ち込む結果となりました。 

逆に、以前にもご紹介しました様に、子育てカンガルーをはじめとする独自事業は活発で、対前年度

比 117％増となっています。新たに開始した減農薬野菜の販売などもイベントを中心に各地で行い、

今後も販路を広めていく計画です。 

 

平成 25年度は、現在取り組んでいる適正就業が大きく影響し、前年度を下回る実績が予想されます

が、この窮地を会員、役職員が一丸となって乗り越えて行かなければならないと思います。 
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独自事業で会員募集 

独自事業は会員達が自ら創意工夫しながら物を作って販売したり、刃物研ぎや子育て支援など労力を提供

したりする事業です。収入は少ないですが、趣味と実益を兼ねて、自分達が主になって運営できることに

共感し、会員同士でワイワイと楽しく作業をされています。興味ある方は事務局までご連絡下さい。 

☆ＥＭせっけん作り・・ 有機微生物のＥＭ菌を使って、「肌に優しく、汚れに厳しく」をモットーに、環

境と人に優しいせっけんを作っています。募集人員 ２～３名（男女不問） 

☆減農薬野菜作り・・・ 尼寺（ﾆﾝｼﾞ）の休耕田を活用し、農薬の少ない安心して食べてもらえる野菜を栽培   

しています。未経験者も歓迎です！募集人員 ４～５名（男女不問） 

各地域班会４月開催予定 

次の通り案内致しますので、是非とも参加下さるようお願いします。 

 

小野      １８日（木）１３；３０～  有馬富士共生センター 

三田      １９日（金）１０：００～  中央公民館 

藍・本庄    ２０日（土）１１：００～  藍市民センター 

広野      ２２日（月）１０；００～  広野市民センター 

フラワー    ２３日（火）１１；００～  フラワー市民センター 

ウッディＡ・Ｂ ２３日（火）１０：００～  ウッディ市民センター 

三輪      ２４日（水）１０；３０～  三輪会館 

高平      ２６日（金）１０；００～  高平ふるさと交流センター 

人事異動 

《退  職》 

 次の三職員の方が３月３１日付でご退職されました。会員一同、在職中には大変お世話になり、更に当

センターの為に、多大なご尽力を頂き、重ねて厚く御礼申し上げます。但し小西局長は常務理事の役職で

総会終了時迄が在任期間となります。 

事務局長     小西 良博（ｺﾆｼ ﾖｼﾋﾛ） 平成 22年 4月～（勤続 3年） 

臨時職員     草地  勲（ｸｻﾁ ｲｻｵ）  平成 18年 4月～（勤続 7年）民間企業担当 

臨時職員     杉本 昭夫（ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷｵ） 平成 20年 4月～（勤続 5年）駐輪・駐車場担当 

《就  任》 

 4月１日付で４名の方が就任されました。前任者と同様、これから宜しくお願い致します。 

事務局長   入江 英美（ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾐ） 

臨時職員   米田 敬二（ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｼﾞ） 除草作業担当 

臨時職員   小川 直義（ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾖｼ） 民間企業担当 

臨時職員   森本 勝久（ﾓﾘﾓﾄ ｶﾂﾋｻ） 民間企業、派遣事業担当 

 

 

 

 

 

 

    （入江氏）       （米田氏）       （小川氏）       （森本氏） 

    



 

 

○イオン北神戸（上津台） 

 カート整理 男性２名 

 １３日/月 8：00～22：00（内 5～8時間）担当：小川 

○ハイクラスドリンク（JR名塩～篠山口：車での移動） 

 自販機補充作業等 男性１名（65歳迄） 

 月、水、土曜日 10：00～14：00（２名交代制） 

担当：小川 

○ミツカン（テクノパーク） 

 納豆製造補助 男性 3名（70歳迄） 

 ２勤２休 8：30～18：15     担当：小川 

○NASスポーツクラブ 

 送迎バス添乗 １名（近郊の方） 

 ２～３日/週 16：00～18：00（火～金曜日） 

 7：00～11：00、13：30～18：30（土曜日）  担当：小川 

○ダイエー（弥生が丘） 

 揚げ物調理 

 １３日/月 7：00～17：00（内 4時間）   担当：小川 

○大日本住友製薬三田研修所（ゆりのき台） 

 宿直 男性１名（70歳未満） 

 宿直１０日/月、日直３日/月 程度  担当：小川 

○三田温泉病院（東山） 

 宿直 男性１名 

 宿直１０日/月、日直３日/月 程度  担当：小川 

○製薬会社（テクノパーク） 

 清掃作業 女性２名 

 月～金 8：00～15：00（実動 5.5ｈ）担当：小川 

 

   夏用タイヤ交換お引き受け 

ご自宅に工具を持ち込んで作業を行います。 

＜作業料金 ４本分＞（ホイール付に限定） 

６５歳以上の方 1,500円 未満の方 2,000円 

６５歳以上の方は「フレンド登録」をお願いします。 

お申し込み、お問合せは、シルバー事務局まで。 

   

       平成２５年度通常総会の案内 

次の通りご案内しますので、出席方宜しくお願い 

します。 

 日時：平成２５年５月３０日（木）１３；３０～ 

 会場：ウッディタウン市民センター 

議案書は５月のエコーに同封します。 

 

   ＜ シルバー会員インタビュー ＞ 

            小谷
こ た に

 順子
じゅんこ

 さん 

桜も咲き、春の気配は感じるものの、天候は落ち着

きがなく、体調管理には難しい時期です。 

小谷さんはＨ２３年 8月にシ

ルバーに登録されました。 

その後、筆耕の仕事をしたり、

単発で封入の仕事をしたり、

第 6回シルバー感謝祭では屋

内での司会もされました。またボランテアでガイド

ヘルパー（移動介護従事者）の資格をとり、視覚障

害の人の外出、勉強会などの付き添いのお手伝いを

しておられます。彼女は多様の趣味があり、和弓は

三段の腕前だそうです。音楽ではウクレレを弾かれ

たりコーラスをされたり、もっとも好きな趣味は、 

ア・カペラだそうです。年に一度「郷の音ホール」

で全国的に開かれる男性だけの「三田ハモラッセ」

の審査員もされるそうです。 明るく大変勉強家で

笑顔の素敵な方でした。 

                   （Ｏ記） 

            小谷
こ た に

 順子
じゅんこ

 さん 

 

 

      

 

 

４月の映画研究会 

   日時 4月 22日（月） 13:30～ 

   会場 シルバー事務所１階サークル室 

   上映映画 「チャイナ・シンドローム」 

      １９７９年アメリカ 1２２分 

   主演：ジェーン・フォンダ/ジャック・レモン 

       原発事故に隠された真相は？ 

    

５月の映画研究会 

   日時 ５月２０日（月） 13:30～ 

      上映映画「ゴッドファーザーＰＡＲＴ II」 

      １９７５年アメリカ  ２００分 

   主演 アル・パチーノ/ロバート・デ・ニーロ 

 

 

＜こんな仕事あります＞ 

     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。 

４月２５日（木） １３：３０～ 

    ５月２３日（木） １３：３０～ 

 

 

 



新入会員紹介（順不同・敬称略） 

今回は２１名の方が会員登録されました。 

青木 久和（武庫が丘） 

大内田 國徳（学園） 

奥 博司（武庫が丘） 

沼田 恵子（けやき台） 

梨和 剛（三輪） 

辻井 正勝（あかしあ台） 

冨永 智登慧（広野） 

濵田 忠也（狭間が丘） 

小西 勝代（武庫が丘） 

小野 輝代（加茂） 

佐貫 敏克（武庫が丘） 

大本 二三生（狭間が丘） 

平田 彰宏（けやき台） 

草刈 元敏（三輪） 

中西 久雄（横山町） 

松田 代志子（ゆりのき台） 

中田 美智男（乙原） 

井方 孝雄（八景町） 

髙橋 正行（狭間が丘） 

土屋 隆紀（けやき台） 

田尻 淳子（あかしあ台） 

 

４月１１日からの行事予定 

 ４月１７日（水） 仕事の相談日 

   ２５日（木） 入会説明会 

 

 

ティーブレイク 

長い冬のトンネルを出で、やっと

三田に春が来ました！この「エコー」が皆様のお手元

に届くころには、桜の花はまだ付いていますでしょう

か・・・？ 

今回は春の陽気に誘われて、ハイキングコース、ウ

ッディタウンの「古墳めぐり」をご紹介します。６世

紀ごろにこのあたりに住んでいた古代人に思いを馳

せながら探し歩くのも良いかもしれません。 

奈良山古墳群 

三田市けやき台中央公園、丘陵尾根山に分布 

する１２基からなる古墳群 

整備されている古墳は以下の 2基 

７号墳 公園東端  6世紀後半で径16.5ｍの円

墳 

12号墳  公園西端、展望台のそば ７世紀後 

     半径１０ｍの円墳 

中西山３号墳 

三田市けやき台３丁目の住宅地内の公園で径 12

ｍの円墳。 

有鼻古墳群 

三田市けやき台６丁目の北

側、けやき台公園内の高台 

１号墳  径 20ｍの円墳 

    （２号墳のすぐ北側） 

2号墳  18ｍ×16ｍで６世紀後半（写真上） 

暖かくなってくると花が競うように咲き出します。三

田市母子の「花のじゅうたん・芝ざ

くら」・永沢寺の「ぼたん園」など

がきれいですね！ご家族と、又お友

だちと出かけられ、帰りに美味しいものを食べて、春

の１日を満喫されてはいかがでしょう！  (ＯＡ記) 

                        

 

                         

 

 

 

   項目  平成２３年度  平成２４年度 

会員数（人） 1,051 1,035 

受注件数（件） 3,215 3,157 

契約金額（円） 436,803,377 458,729,767 

（平成２３年度・２４年度３月分迄累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

次回の配分金お支払日は ５月１５日です。 

日です。 

当センターでの仕事相談日は５月１５日（水）と 

６月１９日（水）の１０時から１２時です。 

 

伝言板 

 

  春で～す。 

春がやっとやってきました。 

新入生、新入社員、年度初め、新しい何かが始まる春です。 

 グリンピースの豆ご飯を、花形に押し、菜の花のからし

あえ、だし巻き玉子、紅白の蒲鉾入りの弁当をこしらえ、

すこし外へ出かけてみませんか。 

 小鳥のさえずり、若葉の木々のささやき。 

えっ、何んですって、貴方がもう少しわかければなんて。

心の浮き立つ春だから、許してあげましょう。 

  春の野の野菜、タラの芽、蕗の薹、土筆、セリ、早蕨、

田の畔や河原でつんで料理してたべましょう。独特の苦み

は冬の間に、身体にたまった毒を、洗い流してくれるよう

です．                （Ｙ・Ｍ記） 

 

 

個人情報保護のためお名前は伏せています. 

入会説明会  

4月 25日 13:30 

5月 23日 13:30  から事務所で開きますので 

 お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。 

 入会ご希望の方は事前に事務所までお電話下さい。 

 


