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新年のご挨拶（理事長

牛谷

元秋）

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、ご家族おそろいで穏やか
なお正月を迎えられたと存じお慶び申し上げます。
阪神大震災から 20 年、「災害は忘れたころに・・・」と言われてい
ましたが近年「時を経ずして」やってくる自然災害から身を守る手立
てを真剣に考え準備しておく必要があります。三田は、台風・大雨等
を六甲が防いでくれているようですが、慢心せずに家族を、仲間を、
特に自分を守るために備え置くことが必要なときです。
昨年末の厚労省の調査で有効求人倍率が 1.12 倍と 22 年ぶりの高水準
と発表されました。経済指標・経済専門家たちのそれは、上向き・横ばい等で、私たち素人には
先行きが見えない状態ですが、取り敢えず若者たちに求人があることに明るさを見出したい。企
業活動が前進し始めたこと、本年も、多少なりともベースアップがありそうで、個人消費が上昇
すれば、地方経済にも日が差し、シルバー事業にも好影響があるかも・・・。ネットで三田の求
人状況を見てみましたが、少しずつ増加しているように見えます。そこで、本年は普及活動に力
を入れ就業の場の拡大につなげていきます。
会員の皆様にお願いがあります。一つは「安全就業」です。事故は誰もが好んでするものでは
ありませんが、「安全第一」誰もが知っていることで、誰もが願っていることです。昨年は「作
業別安全基準」を、一部の職種に作成しました。その他「安全就業基準」が制定されています。
これら基準をいくら整備されても就業者に無視されていれば無用の長物です。基準に無理があれ
ば改定できますが、規程・基準も大事ですが、就業者の身を守ることが大切なことです。「安全
就業委員会」を通じて、就業者の皆さんの耳にタコが出来るくらい「安全就業」を訴えていきま
す。傷害事故が無くなるまでは。
そしてもう一つ「就業日忘れ」「就業時間の間違え」これらは「うっかりミス」では済まされ
ません、即就業停止になるだけではなく、シルバーの存続にかかわる事柄です。「好事門を出で
ず、悪事千里を走る」だから年寄りではだめなのだ、と言われてしまえばシルバーの明日はなく
なります。利用者に「ご苦労様」
「ありがとう」
「シルバーに頼んでよかった」と言われることに
シルバー就業のやりがいがあるはず。私たち高齢者の売りは「親切・丁寧」です。シルバーは地
域社会とともにあります、日本語の一番美しい言葉「ありがとう」を聞き続けられるように、誠
意ある就業を、お願いします。
今年は未年です。羊は争いごとを嫌い、群れを成して生活します。仲間
外れを好まず、穏やかな性格だと言われます。
「共働・共助」を、掲げるシ
ルバー事業に似たところがあります。
今年も、元気で明るい頼れる高齢者として就業に励んでいただきたい。
自分のため、家族のため、仲間のためにも、安全を強く意識して、快適な
体調を保ち、「笑顔」で、この一年をみんなで祝えるようにしましょう。

第６回

理事会開催

昨年１２月１９日に第６回理事会が開催されました。
理事長より 9 月以降の業務執行状況が報告されたのち、各部会等からの報告事項が行われました。
 総務財政部会
兵シ協阪神ブロックにて実施された先進地センター県外研修についての内容として、地域班活動への
取組み会員増強等の取組みに関しての報告を行った。
 業務部会
現在、実施している独自事業について、販路拡大、会員の増強等を課題とし検討している旨の報告が
行われ、他の理事からも、各独自事業の収支についても今後精査していく事が重要であるとの意見を
得た。
 福利厚生部会
10 月 16 日に開催されたグラウンドゴルフ大会、12 月 15・16 日に実施された日帰り旅行の報告がされた。
今後の課題として、日帰り旅行の参加者募集方法につて改善が必要との意見があり、短期間に集中す
ることのないような方法を検討することとなった。
 安全・適正就業推進委員会
10 月以降の事故報告がされたのち、本年度取り組んでいる業種別の安全就業基準についての素案が
完成したことが報告された。細部の検討を行った後、次回理事会での審議を行う見込み。

１２月４日

長岡京市シルバー人材センター訪問

兵シ協阪神ブロック役職員視察研修として、８市１町の理事・職員２８名が長岡京市ＳＣを訪問し
意見交換を行いましたので紹介します。
長岡京市は面積１９平方Ｋｍで三田市の９％。人口は８万人で三田市の７０％で、極めてｺﾝﾊﾟｸﾄな街
であることが伺えます。長岡京市ＳＣの現況は会員数７３０名・契約金額３億４千万円程度で当センタ
ーの７７％あり、市の面積から考えるとすごいなと思います。
地域班は１０班あり小学校区毎に編成されていまして、理事（副理事長含む）が班長を兼務していま
す。
３年程前に３０周年を迎え、これを機に小学校の草引きや花の手入れ・学校のイベントに参加・協力そ
れに児童に野菜作りや、育て方・植物の成長観察を教える等のボランテイア活動が活発に行われていま
す。このボランティア活動は地域班主体で進められていまして事務局はほとんど関与していないそうで
す。他にも料理講習会・お掃除講習会・福祉家事援助サービス講習会が開催されていて、会員同志の交
流が活発に実施されていることが伺えました。

新任理事紹介

大木敏士

藍・本庄地域班の大木敏士（おおきさとし）です。昭和２１年１２月
生れで６８歳になりました。戦後に幼少期を過ごし、高度成長期を中心
に４０年以上のサラリーマン生活を無事におくりました。結婚し、ふた
りの子供（一男一女）に恵まれての生活は、お陰様で概ね穏やかなもの
でした。まさに日本の平均的サラリーマンの典型だと思っています。私
の好きな言葉は「諸行無常」
、望む生き方はシンプルライフです。昨年
秋に、兵庫県シルバーセンターの事業推進大会で、「人生１００年時代
のＳＣの役割」
という講演を拝聴しました。
「健康長寿に寄与すること」
が、まさにこれからのシルバーセンターの事業戦略の基本理念たることを実感した次第です。微力なが
ら、総務財政部会、中期計画推進委員会など理事としてのお役目を果たすべく、努力してまいりますの
で会員の皆様方のご協力、ご支援をお願い申し上げます。

＜こんな仕事あります＞
＜こんな仕事あります＞
○（担当小川）

くずしたともかず

清掃作業（不問２名）１３：００～１７：００

葛下友和

やまねけいじ

さん

山根慶治

さん

「人生は百年時代」と言う掛け軸が理事長室にかか

週４日（交代制有）

っています。

○（担当小川）
・ｺｰｽ管理（ディボット補修）男性３名（交代制有）
月６～８日 １５：００～１７：００

今回はこの言葉を地で
行く人をご紹介します。
葛下さんは八十八歳。

○（担当小川）
カート整理（男性 1 名／７０歳迄／交代制有）

平成１８年に入会され

月１５日

３年ほど前までは「マン

８：００～２２：００（５・６・７・８時間就業）

ションの屋外の清掃作業」をしておられましたが、今

○（担当小川）
生産補助（加工品のバリ取り・仕上げ）

日では「伸びゆく三田」等の広報誌を７８０部配布し

週３～４日

ておられます。また大変なスポーツマンで、毎日のウ

８：３０～１５：００

男性１名（交代制有／７０歳迄）

うです。更にテニスを週２～３回。駒ヶ谷運動公園や

○（担当小川）
納豆製造補助

オーキングは、日によっては約５ｋｍも歩かれるそ

（男性１名／７０歳迄／交代制有）

月１５日８：３０～１８：１５（３勤２休）

スポーツジムで、トレーニング器具を使って運動す
るなど、常に身体を動かすことを心がけて居られま
す。過去に三田マラソン、那覇マラソン、篠山マラソ

○（担当江角）
野菜加工（不問３名・７０歳迄・交代制有）

ン、等に参加され、６０歳にはボストンマラソンに挑

週２～３日 ９：００～１７：００

戦されたそうです。心地よい汗をかいたとき爽快さ
を感じ自然に笑顔がこぼれます。

○（担当小川）
外周清掃・草引き（女性１名／交代制有）

山根さんは平成２３年に

月７日

入会されて、半年後剪定

９；００～１６；００（極寒・酷暑時期は午前の３時間就業）

班の補助の仕事に就業さ
れたそうです。

他にも清掃それに製造補助がありますので問い合わせ下さい。

スポー

ツ堪能で少年野球から始
まり今でも仲間と共に野
冬用タイヤ交換お引き受け

球を楽しんで居られます。また地域にも貢献し三輪
地区の総代で三輪神社の年間行事のお手伝いをされ

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）

て居られます。趣味は盆栽作りで高齢者大学の園芸
サークル OB 会に所属され月１回参加されています。
ご自宅には楓、梅等、数十鉢の盆栽があり、植物との
ふれあいが至福の時で丹精込めた盆栽が、思うよう
に育ち花咲く時、無類の喜びを感じ自然に笑顔がこ
ぼれるそうです。

行事予定
1 月 15 日からの行事予定
20 日 (火) 福利厚生部会
21 日 (水)10:00～12:00 仕事の相談日

（Ｏ記）
入会説明会

お知り合い、ご近所の方をお誘い下さい。
1 月 9 日（金）

13：30～

2 月 13 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）

ティーブレイク

防災

新入会員紹介（順不同・敬称略）
今回は９名の方が会員登録されました。

個人情報保護のためお名前は伏せています.

今年１月に阪神大震災から 20 年となるにあたり、今回
は防災について考えてみました。
三田市周辺には内陸直下型地震の
「有馬－高槻断層帯」
、

次回の配分金お支払は２月１０日（火）です

「六甲・淡路島断層帯」
、
「山崎断層帯」が分布しており、
地震が発生すれば最大震度が６弱から５強揺れること

項目

平成２５年度

平成２６年度

が想定され、
甚大な被害を及ぼす可能性があると言われ

会員数（人）

１，０７９

１，０６０

ています。三田市では、日頃からの災害への備えとして

受注件数（件）

２，７０７

２，５９１

４項目挙げています。

契約金額（円）

345,883,254

347,426,623

（平成２５年度・２６年１２月分迄の累

①家族で避難場所や安全に避難できる道、

計）

避難のタイミングを決めておく。
②非常持ち出し品をまとめておく。
③住宅の耐震化を進める。
「簡易耐震診断」や「補強

もちばな

伝言板

工事」を助成する制度を利用する。

④家具類の転倒・落下防止等、室内での対策をする。
皆さんは防災グッスを準備されておられますか？

小正月（こしょうがつ）

ある会員さんは衣装収納ｹｰｽ２個に防災ｸﾞｯｽﾞを入れて
１階の１か所にまとめて保存されているそうです。

今年もはや１月１５日をむかえました。１月１日

地震が発生してライフラインが止まった時、
公的な支援

を大正月と呼び、１月１５日を小正月と呼びます。

が行き渡るまでに最低３日間、
何を用意したら良いか考

この日は木の枝にもちや団子を刺し、豊作を祈願し

えてみましょう。

たり、小豆粥を炊き作物の豊凶を占ったりします。
又昔は、女正月（めしょうがつ）とも呼ばれ、年

①飲料水 一人３Ｌ/日(ﾄｲﾚ用には風呂に水を張る)

末年始忙しく立ち働いた女達のためにこの日の前

②非常食 ﾚﾄﾙﾄ食品・ｲﾝｽﾀﾝﾄ食品・ｸﾗｯｶｰ・缶詰等

後２～３日、体を休ませるため、地方によっては、

③医薬品 常備薬・三角巾・包帯・ｶﾞｰｾﾞ・脱脂綿・

男が家事一切を担って行う風習もありました。

絆創膏・はさみ・ﾋﾟﾝｾｯﾄ・消毒液・整腸剤等
④衣類

現在では、洗濯機があり、掃除機があり（ご家庭

重ね着のできる衣類・防寒具・毛布・

によってはロボットが掃除をする）便利な世の中に

下着類・軍手・雨具・ｶｲﾛ・ﾒｶﾞﾈ等

なってきました。昔を懐かしむ方もおられるでしょ

⑤貴重品 現金（硬貨含む）身分証明書・印鑑
預貯金通帳・権利書・各種ｶｰﾄﾞ・保険証

うが、お蔭様で女性の平均寿命が伸びたのではない
でしょうか。今年も雑記、暦等この欄にてご案内い
たします。

非常持ち出し品 上記①②③④⑤ ﾀｵﾙ(大小)・ﾛｰﾌﾟ・

どうかよろしくご愛読ください。

洗面用具・その他携帯ﾗｼﾞｵ(できれば手動で充電でき
るもの）
・電池・携帯電話用ﾊﾞｯﾃﾘｰ・ﾛｰｿｸ・ﾏｯﾁ･ﾃｨｯｼｭ
ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ・ﾋﾞﾆｰﾙ袋・筆記具・簡易ﾄｲﾚ等 (Ｏ・Ａ記)
新入会員紹介（順不同・敬称略）

（Ｍ・Ｙ記）

