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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、
今年の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。

新年のご挨拶

理事長

牛谷

元秋

あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、ご家族おそろいで穏やかに新年を迎え
られたことと存じます。
■今春には、何年振りかでベースアップが有りそうで、大企業の設備投資と相まっ
て個人消費が上昇すれば、地方の経済にも日が差し、シルバー事業にも好影響があ
るかもしれません。消費税アップが水を差さなければ良いのですが。私たちにとっ
て明るい話題がもう一つありました。「シルバー人材センター活性化議員連盟」が、
与党自民党内で設立されたとニュースがネット上で見られました。前政権で蔑ろに
されたシルバー人材センターを応援し、種々の提言をしていくのが設立の趣旨だと
いわれていますので期待したいと思いす。
■当センターの２５年度は、適正就業の為に、いわゆる雇用によらない、臨時的・短期
的な就業とする為、事業予算を前年度実績１割減としてスタートさせました。適正化
は現在も進行中ですが、事業実績の減少は思ったより少なく、会員・職員の頑張りに
よるものと感謝します。
■今、高齢社会・団塊の世代方々が６５歳を迎えているにもかかわらず、当センターを始め、各地のセンターも、
会員数を増やせていない。シルバー人材センターの「存在意義」を見つめ直し、魅力あるもの、高齢者にとっ
て心地よい「居場所」になれるように、今年もみんなで力を合わせたい。シルバーでの「ふれあい」や「就業」
するにも、心も体も健康であることが必須条件です。お互い体に気を付けながら、楽しく過ごせる年にしましょ
う。

第 5 回理事会が１２月１２日に開催されました。
協議事項として、昨年 7 月より中期計画策定委員会を設け、平成 30 年までの５年間を目途に、シルバー人材
センターの事業運営について現状や課題、対策について検討を重ね、今回の理事会への答申に至った。詳細
について各理事が一旦持ち帰り熟読することとなり、次回改めて協議を行う。次に、次年度の予算と事業計画
についての方向性を協議した。補助金に関しては増額となる見込みで、それについては新規事業への取組み
が伴うこととなる。女性会員の就業拡大や、会員増強に関する取り組み等を視野に入れ、今後検討していく事
となった。その他、フラワータウン地域班のブロック長の担当する地区において、会員が増加したことにより、２
名増員をしたいとの地域班からの希望が、地域班担当理事から提案された。地域性により一定の会員数により
ブロック長の人数を決めることは困難でるが、現在それを判断する規程等もないため、理事会において増員
を承認することとした。今後は何らかの規程を整備し、状況に応じた人員配置を可能にしていく措置も必要と
なった。

当センターの歴史 (第２章

平成６年～平成１０年)

平成６年（１９９４年）
この年度に安全就業基準が制定されます。又、理事会に部会制も設定されます。
郵政省に申請し、お年玉年賀はがきの寄付金でハイエース（９人乗り）を購入。
使い勝手の良い車で、大変重宝しました。
女性の社会への進出が目覚ましく日本人女性初の宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙へ“ＧＯ”
会員会報誌を「シルバー・エコー」の呼称に変更。
平成７年（１９９５年）
阪神淡路大震災が発生多数の死傷者がでました。当センターでも義援金が５４万円が集まりました。
被害甚大なセンターへ送付いたしました。
当時の会員数４７０名です。
平成８年（１９９６年）
年間契約金額２億円を突破しました。会員数も５００名を突破です。
三田まつりの花自動車のコンクールで九鬼水軍の船を披露し、花自動車賞を受賞。
会員会報誌「シルバー・エコー」Ｂ５サイズからＡ４サイズに変更。

竹パウダー事例

11 月３日の講演会で発表

主催

三田市役所

事例は発表会[～ゴミ減量化・資源化推進研修会～「３Ｒを知ろう！広めよう！取り組もう！市民のつど
い」]がテーマです。ポスター、川柳の入選者の表彰の後、ゴミ減量等の
フラワータウン市民センター
事例発表が行われました。全員で４名の発表があり、３番目に竹炭グル
ープの佐藤匡昭(マサアキ)氏が、「竹資源の農作物に活かす 竹パウ
ダー生ごみ堆肥の利用の事例と効果」と言うテーマで発表されました。
会場には１００名程の来場者があり、プロジェクターからの映像により竹
パウダーによる堆肥作りの事例を発表されました。
その後、会場を変えて情報交換会となりましたが、先の発表
で興味を持たれた２０名程の参加者が、更に詳しい説明を聞
きに集まられるなど、なかなかの反響だと思います。
中には、大量に竹パウダーを注文して帰えられる方も居られたようです。シルバーと関係のない
場所の発表でも、竹炭グループの取組みを発表でき、大いにＰＲになったと思います。

伸びゆく三田の配布

藍本庄

三浦 恵子

配布員募集広告を見てこれならできると簡単
に考えすぐに電話しました。事務局担当者から、い
ろいろ説明を聞くと、大変な仕事だと少し後悔し
ながら不安の方が増してきました。主人に相談す
ると、大丈夫だから、やってごらんと背中を押され
決心しました。顔見しりの方や初めてお会いした
方達と配布が始まり、不安いっぱいでどうなるか
と心配して早６ケ月過ぎました。配布の仲間は優
しくいつも助けてもらっています。これからも元気
で仲間の方達と一緒に頑張っていきたいと思って
います。 これからも宜しくお願い致します。

藍本駅前駐輪場に門松を飾りました
明けましておめでとうございます。
駐輪場就業会員一同で門松を作りました。
お客様に喜んでいただけたらうれしいです。

＜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
６：００～９：００
月

１５日

うえがき

普通免許要

上垣

視力要

よりまさ

頼 政 さん

かきうち

垣内

よしゆき

義 孝 さん

お二人とも三輪班のブロック長をされています。

○武庫の台ゴルフ倶楽部（担当小川）
ポータ

上垣さんは工場の就業を通じて、
「その時に経験した

６：３０～９：３０（又は１０：３０）３Ｈ

思い 出や お世話になった

１４：００～１８：００

４Ｈ

方々が財産」と言っておら

週

男性１人

４～５日（交代制無）

れました。

７０歳迄

親しい会員と会うと心が

○ミツカン三木工場（担当小川）

和み、取りとめのない会話

男性 3 人（70 歳まで）

納豆清浄補助

８：３０～１８：１５（２勤２休）

で盛り上がり自然に笑顔が

月１５日（交代制有）

でます。
垣内さんは「常に笑顔で会話するよう心掛けている」

○吉川ロイヤルゴルフクラブ（担当小川）

そうです。ご旅行が好きで

清掃作業（クラブ内・浴室等）女性１～２名
９：００～１２：００
週１～４日

８：００～１７：００

８Ｈ

奥様と年１～２回出掛け
ます。最近では富士山を

交代制有

見物したそうです。絶景や

あいしんりょうしょ

○ 藹 診 療 所 （担当小川）

美しい自然を奥様と一緒に

清掃作業（トイレ・待合室他）１～２名（不問）急ぎ求人

体感するときこそ、素晴ら

７：３０～９：００ （９；３０）１６；００～１８：００

しい笑顔があると思います。

１７；００～１９：００も可能

お二人共相手の気持ちを大切にする心和む方でした。

週３～６日

（ Ｏ記 ）

○花ぐるま（担当小川）
調理補助（弁当盛り付け・惣菜製造）女性２名
８：００～１１：００
週３～４日

1 月例会

交代制無

1 月 20 日（月）

13:30～

映画「１３デイズ」

事業ＰＲビデオ公開中

2000 年 アメリカ

145 分

当センターのオームページにて「事業ＰＲビデオ」

監督：ロジャー・ドナルドソン

を公開中です。是非ご覧下さい

主演：ケヴィン・コスナー
（1962 年の「ｷｭｰﾊﾞ危機」。JF ｹﾈﾃﾞｨ大統領が中心
となって危機回避を実現したドﾞｷｭﾒﾝﾀﾘﾘｰﾀｯﾁの作品）

２月例会
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。

１月２３日（木）

１３：３０～

２月２７日（木）

１３：３０～

2 月 17 日（月）

13:30～

映画「眼下の敵」
1958 年 アメリカ

98 分

監督：ディック・パウエル
主演：ロバート・ミッチャム/クルト・ユルゲンス

新入会員紹介（順不同・敬称略）

三田市域の成人式会場の変遷

今回は１０名の方が会員登録されました。

成人式は、昭和 30 年ごろまで三田町・三輪町・広野
村・小野村・高平村・藍村・本庄村のそれぞれの公民
館、小学校、中学校などで行われていました。

個人情報保護のためお名前は伏せています.
入会説明会
1 月 23 日 13:30
2 月 27 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。

昭和 33 年三田市になってから三田小学校の後、三輪
小学校に移動し、昭和 47 年から市民会館（平成 18 年
のみ駒ヶ谷体育館）平成 20 年からは郷の音ホールで
開催されています。

三田市成人式

三田市では
今年 H26 年は 1 月 13 日に郷

１月１５日からの行事予定

の音ホールで 10 時 30 分か

１月１５日（水） 感謝祭反省会

ら行われました。

仕事の相談日

H24 年 1205 人 H25 年 1147 人

参加人数

２０日（月） 総務・財政部会

H26 年 1143 人（1 月 9 日現在）でした。

２３日（木） 入会説明会

（Ｏ・Ａ記）

次の配分金お支払日は２月１０日です

1. ティーブレイク

項目

成人式

平成２４年度

平成２５年度

会員数（人）

１，０４７

１，０７９

受注件数（件）

２，７６６

２，７０７

契約金額（円）

359,330,488

345,168,699

（平成２４年度・２５年度１２月分迄計）

会員の皆様の中にはお孫さん
が成人式を迎えられた方もおられるかもしれません。
今回は「成人式」について考えてみました。

伝言板

成人式のルーツ
わらび

初春のお慶びを申しあげます。

わらび

戦後間もない 1946 年、埼玉県北足立郡 蕨 町（現在 蕨

市）の「青年祭」がルーツとなっており、敗戦により

扨て、今年もはや１５日も過ぎましたが、やはり

虚脱状態にあった青年達に、明るい希望を持たせ励ま

目出度い正月とて、初物づくしとまいりましょうか、

すため、当時の青年団長が主唱者となり行われたそう

初詣、初日の出、初夢、初荷、初笑い、書初め、初出

です。国は、1949 年から１月 15 日を「成人の日」と

勤、鏡開き、蔵開き、信心深いところで、初水天宮、

して制定し、
その後2000年より１月第２月曜日です。

初薬師、初観音、初大師、初地蔵、初天神。

シルバー世代の成人式の思い出
60 代の方にお伺いすると、地方では女性の着物が多か
ったが、都市部の方は平服で来てくださいとのことで
服が多かったようです。式の後、その会場で同窓会を
兼ねたお茶会があったそうです。また地方から出てこ
られた方は会社で成人式をしてもらったそうです。
着物は訪問着→中振り袖→振袖と変遷があるようです

いくつ体験なさいましたか？
小寒が過ぎ、七草も過ぎ、成人の日も過ぎて、小正
月です。
まもなく大寒、１年で最も寒い季節がやってまいり
ます。どうかくれぐれもお体大切に。
今年も拙い文章で申し訳ありませんが、どうかよろ
しくお願いいたします。
（Ｙ・Ｍ 記）

