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シルバーパワーで「伸びゆく三田」全戸配布！
今まで新聞に折り込まれていた市の広報紙「伸びゆく三田」を 4 月 15 日号より、当シルバー人材
センターで全戸配布を行う事になりました。
事務局では、昨年末に三田市から具体的な作業内容を聞いてから、わずか数ヶ
月間で人員募集、説明会開催、全域の事前調査実施、配布地域毎の地図作りをは
じめ帳票類の整備などなど、担当者は元より役職員を巻き込んで、ドタバタとそ
の準備に追われ第 1 回目の配布に漕ぎつけました。開始までには不充分な点が
多く、実際に作業に関わられた会員の皆さんにも何かと不自由とご迷惑をかけた
事と思います。申し訳ありませんでした。
さて、実際には 5 月 1 日号も配布し終わり、既に 2 回目が完了した事となりまし
たが、この作業で一番重要な人手が実際のところ不足していて、充足出来てい
ない地区は役職員が手分けして配布している状況です。
当初は、ある程度まとまった配分金になるように１人につき数百部の配布を考えていましたが、実
際には配分金の額よりも、少ない部数で早く作業を終わらせたいと考えられている会員さんが多い
ようで、一地域を複数の会員さんで配布されている所もあります。
現在、充足出来ていない地域の欠員を埋めることが急務です。たとえ数十件
でも構いませんので、「やってみよう！」と思われる方は、是非！事務局までご
連絡ください。
地域によって差はありますが、百数十件を廻る場合、密集地域なら１時間程度。
閑散地域でも３時間程度で終わると思います。作業は発行日の３日前から開始し
出来るので、充分余裕を持って作業できます。
最初は廻る順路や手順が分からず戸惑いや、時間がかかる事もありますが、２
回目以降はある程度慣れてくるので、時間も短縮されると思います。
「全戸配布」「配布漏れしてはいけない」と思うと大変に思われるかも知れま
せんが、コツコツ積み重ねていけばミスは防げます。
正直、配分金は多くありませんが、市内全域に会員が居るシルバー人材センターとして、地域社会
に役に立てる為に、市から受けた新たなお仕事を軌道にのせ、継続していかねばなりません。
皆さんのご協力を切にお願いします！
会員の声
実際、確実に配布することは大変でしたが、稀に玄関先で手渡しする時があり、「ご苦労さん」「大
変ですね」と声を掛けられると、地域の為に役立っているんだと実感しました。
《未充足の地域》
中内神、下内神、上本庄、東本庄、中央町、須磨田、三田町、駅前町
※担当される地域は、ご自身がお住まいでない地域でも構いません。

平成２５年４月は全ての地域班が班会を開催し、平成２４年度事業実績と平成２５年度事業計画等が審議
されました。次の三地域班を紹介します。
三輪地域班 班会

平成２５年４月２４日（水）三輪神社会館で３７名の出席を頂き、班会が開催されました。開催にあた
って山田班長から、小雨降る足元の悪いところ、ご出席頂けたことに対し、御礼の挨拶で班会が始まりま
した。
ご来賓の平野副理事長から、平成２５年度は地域の活性化が重要課題であるとご挨拶頂き、続いて事務局
上田職員から平成２４年度の事業実績と平成２５年度の事業計画の概要報告がありました。
山田班長と会計担当の吉川さんから「２４年度の事業実績と収支決算書」それから「２５年度の事業計画
案と活動予算書案」の報告があり異議無く承認されました。続いて三名の新役員に委嘱状の授与が行われ
ました。質疑があり次の通り回答しました。
質問

（１）２４年度の差額約２３，０００円はセンターに返却したと説明が
ありましたが、何故ですか

回答

（１）公益法人化したことで単年度決算となり繰り越しが出来なくなった。
（２）各事業に多数の会員が参加し、有意義に使い切って欲しい。

質問

（１）高齢化に伴い健康管理に強い関心があります。何か計画願いたい。

回答

（１）市役所の出前講座があり、担当者を派遣してくれると思います。
他班では出前講座を何回か受講していますので、手続き・受講内容・受講者の規模等は事務
局で調べ班長に連絡します。

親睦会を兼ねて昼食をとり散会しました。
ウッディＡ・Ｂ・カルチャー地域班合同班会

４月２３日ウッディタウン市民センターに於いてウッディＡ・Ｂ・カルチャー地
域班の班会が行われました。平野副理事長の御挨拶の後、Ｈ２４年度の事業実績と
収支報告が行われ、会員の賛同を頂いた後、Ｈ２５年度の事業計画案、活動予算案
が報告され承認されました。その後、大野主幹の三田市人材センターの現状と、地
域班活動の大切さをお話しいただき、会員の親睦を兼ねて昼食をとり、散会となりました。
高平班班会

4 月 26 日 10 時から高平ふるさと交流センターで、高平班の班会が開催された。
会員 20 名が出席するなか、牛谷理事長、入江局長、大野主幹の 3 名を迎えて谷
島ブロック長の司会で進行しました。ご来賓の方々からご挨拶と主幹からの事
業報告をいただいた後、平成 24 年度事業報告・会計報告、平成 25 年度事業計
画案・活動予算案が審議されいずれも承認されました。その後来賓を交えての
質疑応答があり、ワークシェアリングの成果、会員が不公平感を抱かないため
の施策、事業運営の透明性確保などに関する質疑応答があり、また広報全戸配布事業の進め方への意見な
どが述べられました。

＜

＜こんな仕事あります＞

シルバー会員インタビュー
いまい

今井

○広野市民センター

清掃業務

女性

１人

８：００～１６：００

よしひこ

嘉彦さん

ゴールデンウイークも終わり初夏の季節となって来ました。

１０日/月

今井さんはＨ２４年 11 月に入会

３人交代

されました。動機はシルバー人
担当：上田

○市営駐車場（市役所）

事務（精算）
午前中

＞

材センターのホームページを見
て自分も出来るかな？ と思わ

男性

１～２名

れたそうです。

１．５時間

隔日勤務

家事援助が主な就業となりますが、例えば展示即売会
担当：上田

○光明管理（道場）

会場の設営、撤去、家具の運搬、電球交換、犬小屋の
解体、窓ガラス拭き、狂犬病の注射の受付、・・・etc

屋外雑役業務・水遣り、草引き等
８：３０～１２：３０

男性数名

選り好みなく色々な作業に対応されます。趣味は自転車

担当：上田

で、現役を退職されたあと些 かメタボの
傾向が見え始め、子供さんが自転車競

いささ

○大日本住友製薬三田研修所（ゆりのき台）
宿直業務

日直業務

男性１人（７０歳未満）

技部に入っておられ、その影響もあり、

１０日/月程度（宿直）３日/月（日直）
担当：森本

○㈱デイリー社吉川ロイヤルゴルフクラブ
清掃業務

クラブハウス内フロア、風呂

（電動式器具使用）
９：００～１２；００

男性

１人

週３～４日程度
担当：森本

道に入りお伊勢まいりをした後、

紀伊半島 1 周５００km

を 6 日間かけて走破されたそうです。暇があれば琵琶湖
や淡路島に出かけて、いつの間にか１２～1３人の仲間
ができたそうです。見た目も健康でアスリートな感じの方
でした。

（O 記）
入会説明会のご案内 こ た に

小谷

○千刈カンツリー倶楽部
コース管理補助業務

はじめたそうです。 桜井駅から伊勢街

じゅんこ

順子

さん

お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。

男性

１人（７０歳未満）

８：００～１７：００

担当：森本

５月２３日（木）

１３：３０～

６月２７日（木）

１３：３０～

平成２５年度定時総会の案内
次の通りご案内しますので、出席方宜しくお願しま
す

５月の映画研究会
日時

日時：平成２５年５月３０日木曜日
１３時３０分開会

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

会場：ウッディタウン市民センター

６月の映画研究会
議題：平成２４年度事業報告他
平成２５年度事業計画他
今月のエコーに議案書と出欠連絡はがきを同封を
していますので、事務局へ返信下さい。又議案書は
定時総会に忘れず持参下さい。

。

日時

6 月 17 日（月）

13:30～

上映映画「半落ち」
2004 年

日本

121 分

監督：佐々部清
主演：寺尾聰/柴田恭兵

新入会員紹介（順不同・敬称略）

サヤエンドウも花をつけ始めました。畑では色々な野菜

今回は１４名の方が会員登録されました。

が春の陽気と共に毎日成長しているので、野菜たちを見
ると癒されます。

久米 宏二（あかしあ台） 武居 公子（けやき台）
畑での野菜作りは大変ですが、種や

大川 勤（つつじが丘）
菊池 芳雄（弥生が丘）
個人情報保護のためお名前は伏せています.
入会説明会
北山 繁則（友が丘）
和仁 泰江（すずかけ台）
5 瀬道
月 23 通夫
日 13:30
（富士が丘）
林 憲吉（ゆりのき台）
6 月 27 日 13:30
から事務所で開きますので
竹下 敏男（学園）
加藤 清美（志手原）
お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。
松本 惇子（木器）
宮園 利雄（武庫が丘）
入会ご希望の方は事前に事務所までお電話下さい。
古家後 篤子（横山町）

苗から育てて大きくなる楽しみと、
新鮮な野菜が食べられる幸せで続け
ています。またボケ防止と体力維持
にも良さそうです。
プランターで作られるのだったらミ

大森 敏春（けやき台）
トマトの苗

ニトマトなどは失敗がないですよ。
（ＯＡ記）

５月１５日からの行事予定
５月１５日（水） 仕事の相談日
２３日（木） 入会説明会

当センターでの仕事相談日は６月１９日（水）と

３０日（木） 定時総会

７月１７日（水）の１０時から１２時です。

６月１９日（水） 仕事の相談日
２７日（木） 入会説明会

項目

平成２４年度

会員数（人）

ティーブレイク

平成２５年度

１，０１４

１，０３５

受注件数（件）

３２９

２９８

契約金額（円）

33,334,900

33,447,888

（平成２４年度・２５年度４月分）

野菜作り
伝言板

法
隆
寺

ゴールデンウィークも過ぎ、日中は暑いくらいの陽気に
なってきました。皆さんの中には連休に夏野菜を植えら

年に１度４つの国宝秘仏公開に参加

れた方もおられることでしょう！
プランターやお庭で、あるいは畑を借りておられる方も
野菜の収穫を楽しみにされておられることと思います。
実は私も少し大きな畑を借りて、野菜を作っています。
キューリ・トマト・ナスビ・カボチャ
などは、苗を買って植え、レタス・キ
ャベツはお友だちから頂いた苗を植え
ました。人参・ブロッコリー・オクラ・

ふ じ い でら

藤井寺市の葛井寺十一面千手千眼観世音菩薩、道
かん し ん じ

明寺の十一面観世音菩薩、河内長野市の観心寺如意
輪観音菩薩、奈良県法隆寺の救世観音とありがたく
も、有名な仏像にお会いしてきました。
特に、夢殿におわします救世観音は聖徳太子の等身
大の御姿とか。御開帳に巡りあえて、本当に良かっ
たと思いました。
うぐいす

ホウレン草などは種を蒔きました

桜はきれいに散っていましたが、 鶯 が鳴く新緑
の中、一日かかって、大阪南部と奈良を巡って国宝

ニラは冬の間枯

という国の宝がどの様なものか、歴史とそれをお守

れていましたが、春になり伸びて

りする方々の努力の一旦を会間見たようにおもいま

きました。３月に植えたジャガイ

す。機会があれば、又、違う形の国の宝にお会いし

モの芽が出てきています。イチゴ

たいものと思っています。

ナスの苗

は花をたくさんつけています。

イチゴの花

（Ｙ・Ｍ記）

