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Ｅメールとホームページのアドレスが変わりました。旧アドレスは、
来年の３月まで使えますが、ぜひ登録の変更をお願いいたします。

第４回理事会が１０月８日に開催される
各部会（総務財政・業務・福利厚生）の報告につづいて、主に除草作業の審議に時間を掛け、その結果
について記載します。
動力式刈払機の安全講習会受講の費用負担
本件は労働安全衛生法施行令で特別教育を要すると規程されています。県内近隣の８市の受講料調
査結果を基に、理事会で審議した結果、当センターでの受講料の負担は会員７０％・センター３０％とし
ました。理事会としても、除草作業就業会員皆様に是非とも、受講していただきたいので、少しでも負
担を軽減したいと考えました。
各職種の安全管理
最近とくに除草作業で事故が多発し、重大な事故も含まれている状況下で、早期に各職種の安全体
制等を業務部会で検討することにしました。就業会員の皆様においても個人の安全は自分が守るこ
とを原点に今一度、就業する仲間と話し合って下さい。
９月度の適正就業の状況
昨年度の同時期と比較して、月１００時間を超える就業は大幅に減って（２２件→５件）いるものの民
間企業５社は適性就業に課題があり。その要因は職種事情で人員増が極めて難しい等が考えられま
す。就業時間縮減や就業担当範囲縮減等も含め、企業一社毎に適正就業に向けて検討し、年度内に
は何らかの結論を出さねばなりません。
在籍１５年 会員表彰 藤原さん
シルバーの普及啓発や会員の参加意識を高め、事業の発展拡充を図ること
を目的に、毎年開催されている事業推進大会が、今年は 10 月 31 日（木）に
松方ホールで盛大に行われました。オープニングセレモニーには神戸市消防
音楽隊の素晴らしい演奏がありました。兵庫県シルバー人材センター協会会
長表彰の授与式で、当シルバーからは、１５年表彰としてウッディ A 班の藤
原年明さんが表彰されました。藤原さんは、入会以来除草班の一員として就
業され、過去には班長も経験もされています。今回の表彰を励みに一層活躍
されることをご祈念いたします。その後は、神戸市シルバーより G＆B 農園
の事例発表があり、最後には「黒田官兵衛の魅力」について講演がありまし
た。
（中央：藤原年明氏）

三輪班 国宝姫路城見学

三輪班

班長

山田

武男

１０月２日（水）はまだ残暑を感じる程での好天気で、参加者２６名（内女性５名）は今人気の高い
国宝姫路城（天空の白鷺城）を見学しました。
大手門付近で集合写真を摂り、一同は見学用エレベータで天守閣
に上り、ここからの展望は特別で市内が一望できて、まるで殿様
や姫様になった気分が味わえます。城内を適度に散策し、歩き
疲れたので、バスに戻りました。昼食を摂る為、赤穂ロイヤル
ホテルに移動。昼食となりますと気分もリラックスし、話も弾み
ます。みなさん和気あいあいの気分で、食事と談笑にゆっくり
時間を取り楽しみました。なごり惜しいものの、一同は帰路に。
・
途中で揖保の糸の素麺の里に寄り、買い物や試食。三田には１７時３０分頃無事到着し解散しました。
今回の日帰りバス旅行は参加者の親睦を深め有意義だったと思います。次回は今回以上の会員が参加下
されば有難いです。

藍市民センターまつりに出店

藍・本庄地域班長 藤岡 康成

爽やかに天高く晴れ上がり、好天に恵まれた１０月１２日と１３日の両日、今年から市民公募の結果、
「あい藍フェスタ２０１３」と愛称の付けられた藍市民センターまつりが開催されました。
会員有志が持ち寄った各種の野菜や、目玉イベントである会員自らが焼き上げる石焼き芋と、火力調整
に苦労した蒸し芋など皆さん汗だくになりながらも楽しく取り組
みました。季節野菜である黒豆が滑り出しから快調に売れ出し、瞬
く間に１回目の完売となる中、本命の石焼き芋と蒸し芋が出来上が
りいっきに販売が盛り上がりました。
メガホンを片手に販売する会員、当たりくじで「当たり」を引いた
来場者に手振り鈴をチリンチリンと高らかに鳴らしながら景品の
焼き芋を手渡す会員、そして芋の水洗いからカットまで蒸し芋を担
当してもらった女性会員も大奮闘です。
２日目は、午後早々にすべての商品が完売になり、参加者全員がお互いの苦労を讃えあいながらの閉会
となり、「三田市シルバー人材センター藍・本庄地域班」の元気な活動をＰＲ出来たことは、非常に有
意義でした。

高平ふるさとまつりに出店
１０月２６日２７日に開催された「高平ふるさとまつり」に高平地域班が参加しました。
２６日は前日の雨と、当日の天気予報が午前中ちょっと悪かったので、屋外ではなく体育館での開催と
なりました。この日は三田市長も来られ、我がシルバーのブースに
も立ち寄って頂いたばかりか、竹酢液も購入いただきました。売り
手の口上が上手でした。この日は全体として竹酢液がよく売れまし
た。１０月２７日は朝から好天に恵まれ、屋外のテントで開店とな
り、刃物研ぎも加わって賑やかな一日でした。特に刃物研ぎは、毎
年この日を待って下さっているお客様があり、大忙しの状況でした。
一方室内では両日とも「折り紙教室」を開いたところ、お客様が詰
めかけて対応に大忙しでした。訪れて頂いた子供さん方には十分折
り紙の楽しさを味わって頂けたようでした。

＜こんな仕事あります＞
○武庫の台ゴルフ倶楽部（担当小川）
コース管理/グリーン刈（１人/男性）７０歳迄
おおくぼまさよし

６：００～９：００
月

１５日

や さ か ひろし

大久保政佳 さん

普通免許要

数年前

視力要

○吉川ロイヤルゴルフクラブ（担当小川）

車場でご一緒
に仕事をされ

１４：００～１７：００

て以来ズーと

週

仲良し、お会い

○清浄野菜研究所/赤松台（担当森本）

さん

駐

コース管理（ディボット・グリーン補修他）

３～５日（交代制有） 男性１人

八坂 弘

になるとこの笑顔・・・・・・！

野菜の加工

８：４５～１７：１５

大久保さんは学生時代から音楽好き。その影響で家族一

週２～３日

男２人（６９歳迄）

同が音楽一家！

現在はシルバーのコーラスサークル
に参加。時々奥様とご一緒

訃

報

元理事 木下

正男 様

にカントリーダンスをな

去る１０月２９日明朝のご逝去。享年８４歳
木下さんは、当センター発足当時の昭和６３年
度から平成１７年度までの長きにわたり、理事
としてご尽力いただきました。
平成２年からは会員となりました。特に独自

さるとか！！

事業の「しめ縄づくり」のリーダーとしては熱
心に取り組んでいただき、事業発展に多大な貢
献をされました。口で言うよりも先に体が動く
行動的な性格で、しめ縄が最盛期の頃には、市
内、市外を問わず飛び回っておられたのが印象
的です。故人と関わりのあった会員もおられる
と思いますので、お知らせするとともに、ご冥

ス。

八坂さんは５０歳から始
めたテニス好き。金、日、
月、駒ヶ谷で練習。時々宝
塚のお仲間とも交流テニ
今も“ふれあいと創造の里”
でお仕事をされています。
たまにお二人でカラオケ
にいかれるそうです。
若い若いお二人でした。

（ Ｏ記 ）

福をお祈りいたします。
冬用タイヤ交換お引き受け

11 月例会
11 月 18 日（月）

13:30～

料金（４本分/ホイール付・大型車は別途相談）

映画「許されざる者」

■６５歳以上

1,500 円（フレンド登録下さい）

1992 年 アメリカ

■ 〃 未満

2,000 円

監督：クリント・イーストウッド

131 分

交換はご自宅で行います

主演：クリント・イーストウッド

事務局迄連絡願います（079-564-7601）

アカデミー賞作品賞受賞

入会説明会のご案内

12 月例会

お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。

12 月 16 日（月） 13:30～

１１月２８日（木） １３：３０～

映画「東京オリンピック」

１２月２６日（木）

1965 年 日本

アカデミー賞作品賞受賞

１３：３０～

監督：市川 崑

170 分

もみじ

新入会員紹介（順不同・敬称略）

ところで皆さんは「紅葉狩り」という言葉に違和感を

今回は１４名の方が会員登録されました。

覚えたことはありませんか？なぜ
「狩り」
というのか？

個人情報保護のためお名前は伏せています.
入会説明会
11 月 28 日 13:30
12 月 26 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。

「狩り」はもともと獣を捕まえる意味で使われていた
野鳥や小動物を捕まえる意味に広がった。
果物などを採る意味にも使われるようになった。
（現在でもいちご狩り・ぶどう狩りなどがある）
草花を眺めたりする意味にも使われるようになり、
もみじ

「紅葉狩り」というようになった。
（1200 年以上前の万葉集にも記述があるそうです）

１１月１１日からの行事予定

（Ｏ・Ａ記）

１１月２０日（水） 仕事の相談日
２３日（木） シルバー感謝祭
１１月２８日（木） 入会説明会

次の配分金お支払日は１２月１０日です

１２月 ２日（月） 総務財政部会
１８日（水） 仕事の相談日
項目

ティーブレイク

平成２４年度

平成２５年度

会員数（人）

１,０５３

１,０６８

受注件数（件）

２,２７３

２,１６０

契約金額（円）

280,088,960

270,394,544

（平成２４年度・２５年度１０月分迄の累計）

もみじ

紅葉狩り
１１月に入ると色々な葉が色づき始めます。
皆さんはこれから見ごろになる「紅葉狩り」

伝言板

にお出かけになりませんか？
（季節の進み具合で少しずれる可能性がありますが・
・
・）
私達の近くの紅葉スポットをご案内します。
武田尾（宝塚市）

見ごろ 11 月中旬

洞光寺（篠山市）

〃

11 月中旬

花山院（三田市）

〃

11 月上旬～11 月下旬

光明寺（神戸市北区） 〃

10 月下旬～11 月中旬

また京都の紅葉ランキングをご紹介します。
第1位

醍醐寺（伏見区）

11 月中旬～12 月上旬

第2位

二尊院（右京区）

10 月下旬～12 月上旬

第3位

嵐山（右京区）

11 月中旬～11 月下旬

第4位

仁和寺（右京区）

11 月上旬～12 月中旬

第5位

三千院門跡（左京区）

11 月上旬～12 月上旬

第6位

高雄山神護寺（右京区） 11 月上旬～11 月下旬

第7位

東福寺通天橋（東山区） 11 月中旬～12 月上旬

第8位

清水寺（東山区）

11 月下旬～12 月上旬

秋の夜長
「灯火親しむの候」とも申しますが、今、皆様は何
をして、夜をお過ごしでしょうか？
私は、昔読みました日本文学を今又読み返していま
す。坂口安吾、梶井基次郎、有島武朗、石川啄木、与
謝野晶子、岡本かの子、夏目漱石、太宰治、論えばき
りがありませんが、じっくりと落ち着いて作者の意図
を考えながら読む、これが読書でしょう。
昔読んだといっても、乱読、読後の感想もあまりな
く、只よんだだけ、なんともお恥ずかしい、皆さんが
しっておられる作家の本位は知っておかなくてはと、
読んでいたような気がいたします。
これではいけないと時間を掛けて、熟読してみたい
と思っています。
（Ｙ・Ｍ記）

