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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８回シルバー感謝祭大盛況に開催されました
１１月２３日（土）勤労感謝の日は秋晴れに恵まれ、更に感謝祭案内を全戸配布したことが功
を奏し沢山のご来場を頂きました。特に小さいお子様連れの若いご家族も多く来て頂きました。
広場や館内の演技披露や体験それから食事も楽しんで頂けたと思います。
三田ジュニアバンドのファンファーレでシルバー感謝祭実行委員長が力強く開会宣言し、続い
て理事長の挨拶及び来賓である三田市市議会議長からご祝辞を頂きました。可愛い三田ジュニア
バンドの演奏が雰囲気を盛り上げ、いよいよ開幕です。
今回初めて幟を立てました、青空に映える姿はなかなかいいですね。
１１時頃には来場者もピークとなり、各販売店も大忙しで、たこ焼き
炊き込みご飯・豚汁・野菜販売等の担当者は汗を拭きながらの大奮闘です。
焼き芋は焼けるのに時間が掛かり、その間お客さんに待ってもらうので
冷や汗がでていたようです。
I・DANCE・NET の幼い子供さんのダンスは可愛い衣装で、ダンスする姿は
誠にかわいい限りでした。又きれいどころが揃った郷土芸能 御殿踊りは
しなやかで、優雅で素晴らしいものでした。最後の三田市吹奏楽団の演奏
はいつもながら素晴らしく又聞きたくなります。
いよいよお待ちかねの抽選会です。番号を読み上げる司会者の透る声は聞
気易い為、お客さんの反応も良く２５分で完了でき、本感謝祭も予定通り
の時間で閉幕できました。

[

野菜販売

]

[

I・DANNCE・NET

]

[

御殿踊り ]

一方、館内では大集会室での会員演技発表やダンシング・ローン・スターズのカントリーダンス
披露それに多目的室では折り紙教室や万華鏡作りそれに竹パウダー講演会が行われました。
大集会室は案内のプログラム通りに進められ、各演目共満席で、楽しんで頂けたと思います。コーラスはア
ンコールが掛かり程で、いつ聞いても素晴らしい。
多目的室は折り紙と万華鏡には沢山の子供さんが参加し一生件命作ってる様子がう
かがえました。又竹パウダー講演会は満席で熱心に聞いて頂きました。

[ コーラス

]

[

尺八

]

[折り紙・万華鏡]

シルバー実行委員長 野入理事
今年は、好天に恵まれ、多くの来場者があり、又、伊丹市シルバー人材センターからの参加等
大変盛り上がった感謝祭でした。これもひとえに、会員の皆様による準備から後始末までご協
力を頂きスムーズに運営することが出来ましたこと、心より感謝申し上げます。これからも、
市民に知って頂けるシルバー人材センターとして頑張りましょう。

バザー部会長

眞野理事

バザーのお店には開店前から行列のでき
た店もあり、大変多くのお客様に来て頂
き、事故もなく盛況のうちに終わることが
出来ました。早朝の準備から閉幕後の片づ
けまでご協力いただいた会員の皆様、ご
苦労様でした。

発表部会長
大墻理事
ウッドデッキや館内の踊りやダンスそれに演奏は
大変素晴らしかった。この日の為に練習を重ねて
きた外部団体・シルバー会員の皆様に感謝致しま
す。
事業ＰＲ・展示部会長
内田理事
折り紙や万華鏡作り体験は子供達で盛況でした。
事業 PR・展示でご協力くださった会員皆様に感謝
致します。

センター事務局で防火訓練実施
先日の１１月１３日（水）１３：００からカンガルースタッフ中心に、防火訓練を行いました。
参加者２０名で、火災予防や消火の知識を認識してもらい
一時預かりしている場合に火災が発生したことを想定して、
「カンガルールーム」からの避難訓練を行いました。普段使用
することの無い非常階段を使って非難しました。更に消火器を
使い、交代しながら消火訓練も実施しました。
各ご家庭においては「したつもり」
「忘れてた」
「言うたがな」
「知らん！聞いてない」等々うっかりミスに繋がる事象がある
と思います。「ガス」良し・
「ストーブ」良し・
「電気」良し
「かぎ」良しと指差呼称しなくても再度確認する癖を付けて
ご家庭の安全・安心を守って下さい。

＜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

１５日

普通免許要

の会う友人です。

視力要

柏木さんは身体を動

○武庫の台ゴルフ倶楽部（担当小川）
ポータ

かすことが大好きで、

６：３０～９：３０（又は１０：３０）３Ｈ

ヨガや太極拳等で仲間

１４：００～１８：００

４Ｈ

と一緒にすると笑顔が

週

男性１人

４～５日（交代制無）

７０歳迄

でます。平成１５年に入
会し現在三輪班のブロ

○ミツカン三木工場（担当小川）
納豆清浄補助

東 好子さん

お二人とも三輪班で高齢者大学も一緒、とても気

６：００～９：００
月

柏木節子さん

男性２人（７０歳迄）

ック長をされています。三田市から依頼があった場

８：３０～１８：１５（３勤２休・２勤２休）

合の封入作業や確定申告の

月１５日（交代制有）

受け付けを経験されていま
す。

○中西商店（担当小川）
産業廃棄物リサイクル

男性２人

９：００～１８：００

８Ｈ

週３日（月～土）

東さんは読書が趣味で夜遅

くまで読み深ける時もあるそうです。

交代制有

かわいい孫さんや犬のカイ

○ユニクロイオン神戸店（担当小川）
清掃作業・商品整理

男女不問

８：００～１０：００
週７日

君と遊んでいると自然に笑

４人

顔がこぼれます。

１０：００～１３：００

三田市から依頼があった場

（交代制有）

合の封入作業を経験されて

○旭建装（クリーンテック）（担当小川）

います。

基盤製造ラインクリーニング（ハンダ槽）男性１名

（ Ｏ記 ）

８：００～１７：００
週１日（日曜日）交代制無

冬用タイヤ交換お引き受け
１２月例会

料金（４本分/ホイール付・大型車は別途相談）

１2 月 16 日（月）

１３：３０～

■６５歳以上

1,500 円（フレンド登録下さい）

映画「東京オリンピック」

■

2,000 円

1965 年 日本

〃 未満

監督：市川

交換はご自宅で行います

170 分
崑

事務局迄連絡願います（079-564-7601）
1 月例会
1 月 20 日（月）
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。

１２月２６日（木） １３：３０～
１月２３日（木）
アカデミー賞作品賞受賞

１３：３０～

13:30～

映画「１３デイズ」
2000 年 アメリカ

145 分

監督：ロジャー・ドナルドソン
主演：ケヴィン・コスナー

新入会員紹介（順不同・敬称略）
今回は５名の方が会員登録されました。

黒豆の作り方

個人情報保護のためお名前は伏せています.
入会説明会
12 月 26 日 13:30
1 月 23 日 13:30
から事務所で開きます。
入会ご希望の方は事前に事務所までお電話下さい。

黒豆 200ｇ
砂糖 140ｇ～170ｇお好みで
重曹大 1/4
水ｶｯﾌﾟ 7

塩小 1/4

しょう油ｶｯﾌﾟ 1/6
古くぎ 6～8 本（お茶ﾊﾟｯｸに入れる）

１２月１１日からの行事予定
①調味料を水 7 ｶｯﾌﾟで煮溶かす。
（古くぎも入れる）

１２月１８日（水） 仕事の相談日

②沸騰したら火を止め、黒豆を入れて一晩おく。

２７日（金） 仕事納め

③豆が膨らんだら強火にかけ、煮立ったら差し水をし

１月 ６日（月） 仕事始め

ながらアクを取る。

１５日（水） 仕事の相談日
シルバー感謝祭反省会

④落しブタとフタをし、とろ火で 7～8 時間煮る。
一日 2～3 時間×３日でも OK です。

会員の皆様へ
寒さに充分注意し、どうか良いお年を迎えて下さい。
元気な姿で新年にお会いしましょう。

（編集長）

（Ｏ・Ａ記）
次の配分金お支払日は１月１５日です

項目

ティーブレイク

平成２４年度

平成２５年度

会員数（人）

１，０４５

１，０７９

受注件数（件）

２，５５９

２，４８６

契約金額（円）

321,539,136

309,952,903

（平成２４年度・２５年度１１月分迄の計）

おせち料理
伝言板
「おせち」は「節会（せちえ）
」
「御
節供（おせちく）
」の略。

豊かな老後を送る為に

語源は平安時代の朝廷行事にさかの
ぼり、江戸時代後半におせち料理が現代の形になったそ

貴方は豊かな老後を送る為にどの様な努力をされ

うです。

ていますか？ふと、テレビを見ていましたら、ある作

おせち料理に詰まっているものは無病息災と子孫繁栄の

家が「キョウヨウとキョウイクが必要です。
」

願いを祈ったものばかりです。

といっていました。エッ！これは大変、どうしましょ

黒豆－無病息災

数の子－子孫繁栄

う、でも、よくよく聞いていますと、キョウヨウとは

田作り－豊年豊作祈願

昆布－喜びごと

“今日、用事がある”キョウイクとは、
“今日、行か

蓮根－見通しがきく

エビ－長寿 など…

ねば成らないところがある。
”と云う事でした。何も

最近では、デパートやスーパー、ネットなどで手軽に

しないでよい日が続くのは、のんびりしていて良いよ

購入出来るので、
それを利用する方も多くなっています。

うでも余り続く様では緊張感がなくて、いけないよう

我が家では上手に作れませんが、結婚してから自分流に

です。適当にキョウヨウと、キョウイクを駆使してお

作ってきました。子供たちが結婚してからは、年末にこ

っくうがらずに、お外に出かけ、心豊かに暮らしてい

ちらに帰ってきて一緒に作り、それぞれのお重に詰めて

きたいものです。

持って帰っています。
今回、時間はかかりますが、ふっくらとした美味しい
「黒豆」の簡単な作り方をご紹介。

今年もご愛読頂きありがとうございました。来る年
が皆様にとって良い年になります様祈念いたします。
（Ｙ・Ｍ記）

