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第９回シルバー感謝祭

大盛況に開催

１１月２３日（勤労感謝の日）のウッディタウン市民センターは快晴に恵まれ、秋の空を見上げた関係者は、
ほっとしました。音響・音声テストに入ると、いよいよはじまるなと気持ちが引き締まりました。芝生広場に
配置した各お店も準備が整いつつあるときに、実行委員長の開会宣言があり、理事長の挨拶。それからご
来賓の三田市市議会副議長等からご祝辞を頂き感謝祭が始まりました。
かわいい三田ジュニアバンドの演奏を皮きりに色鮮やかな衣装で早いリズムでダンスする「ＮＡＳキッズ＆
Ｊｒダンス」には元気を頂きました。この後司会者２名がお店を回りインタビューを始め販売ＰＲに協力して
もらいました。この頃から来客は増え始め新鮮野菜売り場は長蛇の列ができました。「おでん」「たこ焼き」
「ぜんざい」「焼き芋」「炊き込みご飯」「豚汁」「巻寿司」「カレー」「だんご」「コーヒ」等も順調に売り上げ
ていました。しかし「焼き芋」は３０～４０分程待って頂いたお客様もあり申し訳なかったです。「おでん」も、
もう少し味が浸みていればなーとご意見がありました。
１１時を過ぎると来客はピークを迎え、各お店もてんてこ舞いの忙しさで１２時を過ぎると完売の店がで
るなどして、遅く来られた方々にはご迷惑をかけたのではないかと思います。ウッドデッキの方では、年輪
を感じる「御殿踊り」「三田音頭」が披露され見応えがありました。「Ｉ・ＤＡＮＣＥ・ＮＥＴ」はリハーサルと本番
を披露され、なかなか厳しい感があるものの、「園児～小１メンバー」のダンスは誠に可愛くて、「小中学生」
のダンスは見事なパーフォーマンスを披露してくれました。
一方大集会室の演技の方はプログラム通り進行され、「ひばり会」のカラオケではみなさん歌唱力が
ありさすがと思いました。只、男性陣は下を向き恥ずかしげに歌っているのが印象的でした。「オカリナ」
は透きと通った音色で素晴らしかったです。「民謡」では日頃聞くことの無い三味線の音色は懐かしく思
いました。「三田シルバーコーラス」の歌唱力はいつ聞いても気持ち良く、スーと身体に入ってきます。
演技の最後は三田市吹奏楽団の演奏です。「山口百恵のヒットメロデー（いい日旅立ち・秋桜・他）」「レッ
トイットゴー」「千の風になって」等を演奏されました。指揮者が歌詞や曲の解説をされて演奏を聴くと又
一味ちがいましたが、もう少し古い曲も聴きたかった方も居たのではないかと思います。

Ｉ・ＤＡＮＣＥ・ＮＥＴ

キッピーと遊ぶ

焼き芋

作品展示では見事な御神輿があり制作者に聞くと
総檜作りを一人で１年の期間を要し、今は嫁入り
先を探しているそうです。
事業ＰＲのコーナでも沢山の子供達が万華鏡
作りに挑戦していました。
障子張りの実習では先生方が親切丁寧な指導
で、来客も真剣に取り組み、その出来栄えは見
事でした。来客の一人は早速帰ってやると言って
いました。

御神輿
障子張り実習

第９回シルバー感謝祭実行委員会役員のコメントを紹介します。
実行委員会委員長 野入理事
最後まで大勢の来客で大いに盛り上がった感謝
祭でした。会員方々には準備・運営・後始末ま
で協力頂き厚く御礼申し上げます。

バザー部会代表 阿久津理事
大勢の来客で各お店はてんてこ舞いでした。会員・
職員・委託業者の頑張りで事故なく、無事に終える
事が出来て、ご協力に感謝します。

演技部会代表 平野副理事長
館内の演技発表は進行もスムーズで立ち見がで
きる程で、屋外も最後まで沢山の来客で賑わい
ました。ご協力頂いた会員に大いに感謝します。

展示・事業ＰＲ部会代表 大木理事
作品展示・絵手紙教室・万華鏡作り・障子張り・
折り紙教室いずれも来客の「笑顔」と「真剣な姿」
が印象的で、楽しんで頂けたと思います。

ウッディＡ・Ｂ地域班のボランティア活動

我が地域班では、ウッディＡ・Ｂが協力して親睦事業や、ボランティ
ア活動等を共同で活動しています。去る１０月２８日（火）シルバー人
材センター・神鉄南ウッディタウン駅周辺の清掃活動を実施しました。
班員１７名は人材センターのベストを着用し、ＰＲ活動にも努めました。
通行人の方からも「ご苦労さん」のお声を頂き乍らの作業でした。周辺
の美化に微力ながら役立つことができたとおもいます。清掃活動に参加
された会員の皆様お疲れでした。

おしゃべりサロン開催（第３回目）
しょうびりゅう

今回は尚美流全日本和装協会で教育本部長をされている福田先生に来ていただき、「あなたに似合う
色とは？」との講義をしていただきました。
顔の輪郭に合った色やスカーフの巻き方など、参加者をモデルに実演を
踏まえながら教わりました。また会員同士、お互いの似合う色を見つけ
ようとすることで会話が弾み、更に交流が深まりました。入会を検討さ
れている参加者の中には、このサロンが決め手となり会員になられた方
もおられ、おしゃべりサロンからシルバーの輪が徐々に広がっているよ
うに感じました。三田市在住でシルバー世代の女性でしたら誰でも参加
可能となっておりますので、是非お友達と一緒に参加してみてください。
次回は来年２月２日（月）ウッディタウン市民センターの調理室で料理教室を開催します！翌日の節分
にちなんだ料理をグループに分かれて作る予定です。たくさんのご応募、心よりお待ちしております。

＜こんな仕事あります＞
＜こんな仕事あります＞
○マルハチウッデイタウン（担当小川）
清掃作業（不問１名／７０歳迄）８：００～１２：００
８：００～１３：００

１４：００～１８：００

週３～４日（交代制有）
○関西ゴルフ（担当小川）
・ ｺ ｰ ｽ 管 理 （ ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾝ 刈 ） 男 性 ２ 名 （ 70 歳 迄 交 代 制 有 ）
週３日～４日

６：３０～９：００（冬７時～11 時）１３：

た え こ

金川

妙子

さん

しばた

あきこ

芝田

旭子さん

金川さんは京都出身で昭和６３年頃三田のウッデ
イタウンに来られました。
シルバーのさんぽ会の
噂を聞き、
参加したくて
平成２６年４月に会員

００～１５：００
・ｺｰｽ管理（ディボット補修）男性１名（交代制有）
月６日

かながわ

１５：００～１７：００

○イオンデライト（担当小川）

になられました。
以後ご
主人と共にさんぽ会に
参加されておられます。

カート整理（男性 1 名・交代制有）

趣味は、温泉旅行、ハイ

月１５日

キング、美術鑑賞等・・・

８：００～２２：００（５・６・７・８時間就業）

○コスモ工業（担当小川）

ご自分でも絵画同好会で、水彩画を書かれます。

生産補助（加工品のバリ取り・仕上げ）

温泉旅行や、美味しいものにめぐり会った時、また

週３～４日

やさしい人にめぐり会った時、自然に笑顔が溢れま

８：３０～１５：００

男性１名（交代制有／７０歳迄）
○安田精機製作所（担当小川）
製造補助（刻印・重量調整・受け入れ・梱包）

す。 今、シルバーで思うこと！
「仕事が欲しいなー」と思います。
何時も笑顔で素敵な方でした。
芝田さんは１０年前に

週３日８：４０～１７：２５（相談可）

シルバーに登録されま

・男性１名（交代制無）

した。

○清浄野菜普及研究所（担当森本）
野菜加工（男性１名・７０歳迄・交代制有）

シルバーでは三田地区

月１０日

のボランティア活動や、

９：００～１７：００

植木の水遣り等単発な
お仕事され、サークル
冬用タイヤ交換お引き受け

では習字やカラオケひばり会で楽しんでおられます。
元々運動が好きで、ソフトボール、ママさんバレー、

料金（４本分/ホイール付・大型車は別途相談）
■会員

1,540 円

■会員以外

2,057 円

交換はご自宅で行います
事務局迄連絡願います（079-564-7501）

ボウリング等されていました。
３年前にシルバーで開催されたボウリング大会で優
勝されたそうです。（素晴らしい！）
習字が上手く書けたとき、カラオケで思うように歌
えたとき自然に笑顔がこぼれます。
大変御若い方でした。

行事予定
12 月 11 日からの行事予定
17 日（水）10:00～12:00 仕事の相談日
19 日（金）理事会
26 日（金）仕事納め

（Ｏ記）
入会説明会

お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。
1２月 12 日（金）

13：30～

１月 9 日（金）

13：30～

（事前予約が必要ですので事務局まで連絡下さい）

新入会員紹介（順不同・敬称略）
今回は１６名の方が会員登録されました。

ティーブレイク

個人情報保護のためお名前は伏せています.

冬の省エネ・節約術

寒さ厳しい冬がやってきました。暖房器具がフル
稼働する季節で、気になるのは光熱費ですね！
少しでも省エネで節約したいものです。
皆さんもそれぞれやっておられると思いますが
今回は省エネについて考えてみました。
★エアコン


暖房時の設定は２０℃が目安。



必要な時だけ使う。



ドアの開閉は少なく。



フィルターは月に一度は掃除する。

次回の配分金お支払は１月１５日（木）です

項目

平成２５年度

平成２６年度

会員数（人）

１，０７９

１，０４６

受注件数（件）

２，４８６

２．３５０

契約金額（円）

309,940,116

310,690,600

（平成２５年度・２６年１１月分迄の累計）

★窓やドア（ガラス部分）


エアーキャップ（プチプチ）を貼る。



ドアの下から風が入らないよう専用テー
伝言板

プを貼る。
★コタツやホットカーペット


コタツは敷布団の下に

年越し

アルミシートか段ボールを
敷いて床からの冷気をカットする。

九が、
「年末で～す」と気忙しく鳴り響くことでし

★カーテン


厚手のもので床に届く長さを。

ょう。
私たちの父母の時代には、正月に年をとる「数え

★冷蔵庫の設定温度の見直し


いよいよ年末ですね。間もなくベートーベンの第

年」だったものですが、今では誕生日（満年齢）で

強→弱 に設定を変える。

年をとるようになり、年取りもちを食べる習慣など

★その他


古いエアコンを省エネﾀｲﾌﾟに買い替える。

がなくなりました。ただ、今でも残っているのがお



窓を二重にする（断熱性と結露防止効果）

年玉ですね。お孫さんにいくらあげましょうか？
何人もおられる方は大変ですが、少子化の影響で今

すぐに出来る省エネは家の中でも少し厚着をす
ることです！

では１０人もおられる方はいらっしゃらないと思
いますが？ 大掃除を終え、おせちを作り、新年を
家族そろって無事迎えられる、これほどの喜びはな

特に首・足首・手首の３つの首を

いものと思います。良いお正月をお迎えください。

温めると、体が温かくなるので
エアコンの温度を少し控えめにできそうです。
これから年末まであわただしいですが、元気で
お正月を迎えたいものですね。

今年もご愛読ありがとうございました。
くる年が皆様にとってより良い年になりますよ
う祈念いたします。

（Ｏ・Ａ記）
（Ｍ・Ｙ記）

