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２月４日の理事会で規程・要綱等が承認されました。 

規程・要綱が承認され班活動費等が倍額となり、今年４月１日から運用開始されます。 

■地域班組織設置運営要綱 

 運営要領は従来と変わりないですが、活動費を改定し、班長２万円・副班長１万４千円・会計１万４千円・ブロッ

ク長１万２千円となります（活動費は年２回に分割して支給・兼務の場合費用の高い方となります） 

■職種班組織設置要綱 

 副班長は必要に応じて設置するとし又班長の任期は実情に合わせ１年。更に活動費は班長２万円・副班長１万

４千円に改定しました。（活動費は年２回に分割して支給） 

■専門部会・委員会出席の費用弁償に関する規定 

 今まで規程が無く、役員の費用弁償に関する規定を準用していた為、改めて規程を整備しました。 

■会員就業開拓活動事業実施要領 

 会員が仕事の紹介をして成約した場合、薄謝の規程が無かった為、成約金額の５％支給とし、契約金額の大

きい場合は最大１万円としました。 

■会員普及啓発活動事業実施要領 

 センターが要請し、他市のイベントに参加する場合、必要に応じて旅費が支給されます。 

平成２５年１２月事業実績 

平成 25年度第３四半期を終了した１２月の会員数は 1,079名（男性 797名、女性 282名）で、昨年同時期との対

比で 32 名の増加となりました。平均年齢は 70.7 歳です。事業実績は 3 億 4,516 万円となり、昨年度同期より

約 1,400 万円（‐3.9％）の減少です。年度当初からの傾向ではありますが、適正就業推進により継続就業が減

少しており、特に「軽作業分野」の影響（‐

11.5％）が大きくなっています。よって、発注

者別でも「一般企業」は、約 1,500 万円の減

少（‐8.5％）です。 

一方、市役所を含む「公共事業」は、駐輪場

の減少分を市内全戸配布作業で補填された

結果になり、1.3％の増加となっています。現

在、新入会員にも積極的に声をかける等して、

配布作業の人員がようやく定着しており、そ

れが、現在の就業率（77.84％）の上昇（対前

年度+1.26％）として表れています。然しながらサポート体制充実を図るため、今後も人員確保は必要です。 

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。 
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当センターの歴史 (第２章 平成６年～平成１０年) 

平成９年（１９９７年） 

 この年より消費税５％が課税されます。 

 平成７年の阪神淡路大震災の被災者の、被災高齢者の生きがい就

業対策事業（県の施策）が本格化します。約２０名の方々が入会

の勧めに応じ、青野ダムの清掃等の作業に就きました。 

 三田まつりの花自動車のコンテストにタマゴッチで出場、人気沸

騰！ 

 会員数６４５名、受注額２億４５００万、民間、公共ともに、ま

だまだ右肩上がりの時代でした。 

 互助会の１泊旅行は、南紀椿温泉でした。 

平成１０年（１９９８年） 

 ＮＨＫの取材をうけます。福島の作業所で門松のミニチュア作りの作業でした。 

 センター設立１０周年記念式典が、挙行されました。今も余りかわりませんが、役員と会員全員

で準備、塔下三田市長（当時の）にも祝辞を頂き、マジックなども楽しみ、皆でお祝いをしまし

た。会場は、旧市民会館今の南会館です。 

 明石海峡大橋開通、四国への距離と時間が早くなりました。 

 会員数７４７名、受注額２億６４００万です。 

 互助会の１泊旅行は玉造温泉でした 

平成２５年感謝祭の反省会を１月１５日にウッディタウン市民センターで開催 

 実行委員４０名程（理事・地域班及び職種班の班長やサークル代表と事務局）が集まり、売上や集約

したアンケートを配布し反省会を行いました。 

今年の感謝祭は天候に恵まれ、来場者が概算で 2,000 人を超え、バザーの売上も約９８万円と、過去

最高額となりました。又懸垂幕によるＰＲや、セミプロ司会者、他センターからの参加、事業ＰＲ映像

の放映等、新たな取り組みも行いました。概ね成功したと思いますが、細部では反省すべきことが多く

ありました。 

事前に配布されたアンケート（40 通発送、27通回収：回収率 67.5％）の内容や、部門ごとの課題に

ついて話し合いました。 

○発表 ····· 代表者による事前打合せや、プログラム進行についての見直し。 

○バザー 野菜販売がすぐに売り切れ、来場者から不満の声があった。ガス機器や、準備器

材に不十分な点があった。調理に関する衛生面の問題があった。 

○展示・ＰＲ ·· 作品出展者が少ないことと、来場者の館内への案内が必要。 

○準備・撤収 ·· 総体的には順調でしたが、撤収時の配車と人員の手配に見直しが必要。 

○その他  救護体制づくり抽選会の進行方法見直し。ゴミの分別回収。開催に掛かる経費と

して「感謝祭予算」を作成し、収支の検討。更に全体の売り上げは伸びたが、外

部団体が増えシルバー関係は下がった。このような反省点を踏まえ、次回の感謝

祭を目指したいと思います。 

市民センター関係就業希望者募集 

 就業は本年４月１日から開始しますので、希望される方は事務局まで連絡下さい。（担当上田） 

 

                   募集人員              

              管理業務  防犯業務  清掃        就業時間 

広野市民センター                   １ 

 

藍市民センター         １ 

 

高平ふるさと交流センター    １     １    ２ 

管理（平日） １７：３０～２２：３０ 

   （休日） １７：００～２２：３０ 

防犯 ２２：００～２２：３０ 

清掃 ８：００～１６：００ 

タマゴッチの花自動車 

希望者募集！ 



 

 

○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 普通免許要  視力要 

○吉川ロイヤルゴルフクラブ（担当小川） 

 清掃作業（クラブ内・浴室等）女性１～２名 

 ９：００～１２：００  ８：００～１７：００ ８Ｈ 

 週１～４日 交代制有 

○ナフコＴＷＯ-ＯＮＥＳＴＹＬＥ（担当小川） 

 清掃作業 女性１人 （交代制有） 

 週４日  ８：００～１３；００  ５Ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宅
み や け

光子
み つ こ

 さん   田中
た な か

秀子
ひ で こ

 さん 

三田建設技能研修センターで就業される三宅さんは

宝塚に３人のお孫さんがおられます。どんなに虫の

居所が悪くても、お孫さん

がたずねて来られると自然

と笑顔が溢れます。又大正

琴のサークルでお仲間と集

う時、取留めのない会話で

花を咲かせて笑顔が絶えません。  

田中さんは沢谷荘で就業され、サークルではカラオ

ケの人達と集い、演歌歌手の千葉一夫さんの声と歌

が大好きで公演のある時

は必ず出かけ、自然に笑顔

がこぼれます。 

又3人の子供さんに７人の

孫さんが居られ週１度の

会食の時は幸せを感じ、家族の笑顔が絶えません。 

お二人方ともお孫さんに囲まれ幸せですね。        

（先月号で堀内義
よ し

孝
た か

さんと誤表示しました。垣内
かきうち

義
よし

孝
ゆき

さ

んに訂正してお詫び致します）       （Ｏ記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

２月２７日（木） １３：３０～ 

     ３月２７日（木） １３：３０～ 

 

 

藍本駅前公衆トイレが奇麗とお褒めの言葉 

 

登山・ハイキング・サイクリング等の利用者から 

「奇麗で気持ちが良い」とよく言われる。又近隣の

市職員が噂を聞き見に来られ、お褒めの言葉も頂き

ました。駐輪場に就業する者も同じ会員で、大変う

れしい限りです。清掃担当の会員さんへ「いつもあ

りがとう」これを励みに今後とも宜しくお願いしま

す。 

         （藍本駐輪場就業会員一同） 

 

２月例会 

         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 

 第 2 次大戦下の南大西洋を舞台にアメリ駆

逐艦 とドイツ潜水艦との戦い 

 ３月例会 

    3月 17日（月） 13:30～ 

   映画「砂の器」 

     1974年 日本  143分 

       監督：野村芳太郎 

          主演：丹波哲郎/加藤剛 

 

女性会員さんへ 

 

屋内清掃作業で女性会員を希望され、 

依頼を受けることがありますが、自身 

で現場に向かうことが可能な方が見つかりません。 

免許を持たれていても、自由に車が使えなかったり

する場合もあり、入会時の免許取得の情報もあてに

ならない部分があります。 

車が運転できて、就業可能な女性会員さんは、事務

局まで情報提供をお願いします。 

               



 

1. ティーブレイク 

 

 

 

 

 

冬になると１２月の神戸

ルミナリエを始め、クリ

スマスシーズンに各地で

素敵なイルミネーション

が見られますね。 

それに加え昨年からテレビなどでプロジェクションマッピ

ング『Projection Mapping』がよく見みられるようにな

りました。今回はこのテーマです。 

どのようにして映すか？ 

建物に映す場合は建物の図面データを入力するなどし

て、コンピューターグラフィックス（ＣＧ）を凸凹に

ピタリと重なるように投影し、立体的に見せる技術で

す。（プロジェクターの普及とともに舞台やイベントな

どから建築物への投影が行われるようになり急速に広

がってきました。） 

今開催中なのは？ 

大阪城で 2月 16日まで「3Ｄマッピング スーパーイ

ルミネーション」が西の丸庭園で楽しめます。 

開催時間  17:30～22:30 

入場料(通常開催日)一般 1600円４歳～小学生 950円 

 〃 (特定日) 一般2000円 ４歳～小学生1200円 

※2月の通常開催日は 9日 11日 12日 13日でそれ  

  以外は特定日になります。 

なお、インターネット「大阪城 3Ｄマッピング」で検

索するとユーチューブで見ることも出来ます。 

（Ｏ・Ａ記） 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

今回は１０名の方が会員登録されました。 

 

 

 

 

 

 

 

２月１０日からの行事予定 

 ２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  平成２５年度 

会員数（人） １，０４５ １，０８６ 

受注件数（件） ２，９４６ ２，８７９ 

契約金額（円） 388,586,650 374,938,996 

（平成２４年度・２６年１月分迄の累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光のエンターテイメント！ 

次回の配分金お支払は３月１０日（月）です 

             

伝言板       

     

竹取物語 

 如月の冴えわたる夜空に煌々と照り輝く月、アッ・も

う一度読んでみよう、そう竹取物語、米国のアポロ宇宙

船が月面着陸する千年以上も前に、月より絶世の美女が

この地上に舞い降りた。 

 数多のイケメンの甘言にも首を縦にふらず、位の高い

男からの金・銀・財宝にも目もくれず、ジジ・ババに涙

ながらに別れをつげ、月よりの使者のお迎えと共に空高

く舞い上がってこの地上に“さよなら”をする。  

 さて、私がかぐやなら？「おっほっほっ」  

 皆さんも幼き頃、童話のかぐや姫を読んで、メルヘン

の世界にいざなわれたのではないでしょうか？大人の

童話が流行っているとか、今一度読み返してみるのも良

いのではないでしょうか。 

（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  

2月 27日 13:30 

3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。 

 


