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平成２７年度定時総会開催 

 

三田市ウッディタウン市民センターにて、５月２８日に当センターの定時総会が開催されました。２６

年度事業報告と２７年度の事業計画及び予算の報告に続いて、議案事項である２６年度計算書書類及び財

産目録等について審議されましたが、異議無く承認されました。 

 

理事長は最近、事故が多発し、しかも重篤なものもあり憂慮すべき事態で

ある。今年度は安全第一に「事故発生０」を目指すと宣言されました。三

田市長及び三田市議会議長にご挨拶いただきました。阪神北県民局及ハロ

ーワーク三田出張所の関係者もご臨席賜り、御礼申し上げます。 

 

会員表彰で１１名の方が受賞されました。 

長年の功績が認められ、おめでとうございます。 

議長にウッディＢ班の川元氏が選任され、資格審査の結果、過半数の出席者

（委任状含む）を得て本総会が成立し、議事が進行されました。 

 

議案第２号の定款変更は出席者の２／３以上の同意が必要ですが、問題無く 

承認されました。 

 

議案第３号の役員選任では「佐々木 智
ち

文
ぶん

」が承認されました 議事終了後 

に臨時理事会を開き、「佐々木 智文」は常務理事に選定され総会席上で報告 

致しました。 

 

総会閉会後に新役員の紹介があり、常務理事になられた佐々木氏は会員の就

業機会拡大の為、市役所との繋ぎ役として、努力すると挨拶されました。 

 

本総会の主な質問事項 

地域班の意見として、まちづくり協議会と連携することはできないですか？ 

 ・いろいろな活動をしているが、基本は小学校校区単位で組織化されて 

いる。シルバーとしての活動は今後検討を要します。 

  

「竹炭作り」の事業拡大について 

 ・商品開発や販路拡大をはかるには、現場の状況を把握しつつ、事務局と  

  しての、支援を行っていきます。 
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当センターの歴史（第５章 平成２１年～平成２５年） 

平成２１年（２００９年） 

 古紙回収を始める（当初３８０か所） 

 派遣事業スタート。 

 事業実績落ち込む（リーマンショック） 

 地域班別会員意見交換会を開く。 

 企画提案方式事業開始（竹炭・刃物研ぎ・布ぞうり・ＥＭせっけん・折り紙） 

平成２２年（２０１０年） 

 事業運営費の１部負担として１％の協力基金を頂き始めました。 

 傷害保険料の１部負担を頂き始めました。 

 部会を２分化（総務財政部会・業務部会） 

 子育てカンガルー事業開始。 

 ウッディタウン市民センターで初めて感謝祭を開催（これまでは、センター駐車場で開催） 

 ３月に東日本大震災。 

平成２３年（２０１１年） 

 東日本大震災の募金を集める。  

 刃物研ぎの市内巡回始まる。 

 タイヤ交換始まる。 

平成２４年（２０１２年） 

 三田市指定ゴミ袋配送開始（当初１０７店舗） 

 農地利活用事業開始。 

 他市シルバーセンターと合同イベントが相次いで開催される（宝塚・芦屋・猪名川・伊丹・養父） 

 三田市広報紙の準備作業に入る。 

平成２５年（２０１３年） 

 三田市広報紙配布始まる（当初４３００戸） 

 ８月よりシルバーエコー、カラー印刷。 

 年賀状作成教室開催。 

 駐輪場３か所閉鎖（横山・フラワー・三田第２） 

独自事業 刃物研ぎ  

 企画提案方式事業として平成 21年に「刃物研ぎ」を開始されました。 

当時は、土曜日のみの作業で、週替わりで各地の市民センターを巡回して作業していました。 

利便性を考えて各地を巡回していたのですが、結果的には各地域に月 1回しか回れず、巡回にあまりメ

リットがないことに気付きました。 

そこで、本年度より巡回作業を止め、毎回シルバー事務所で作業するように変更しました。 

更に作業日も、より利用し易いようにと、今までの土曜日に水曜日を加え倍増させました。 

これで、利用者が「水曜、土曜日はシルバーの刃物研ぎの日」と言う認識をもってもらえたら・・・と

いう事を狙っています。 

現在、事務所の 1階の窓に「毎週水・土曜日 刃物研ぎ作業日」をＰＲする文字を貼ると共に、当日は

事務所周辺にのぼりを立てて、作業中と分かるようにしています。 

皆さんも、切れにくくなった包丁やハサミ等がありましたら、ぜひ事務所までお持ちください。また、

隣近所、友人、知人にも声を掛けてもらえれば幸いです。 

なお、作業に興味を持たれた方は、事務局までお問い合わせください。     

種  類 単価 種  類 単価 

一般包丁 450円 出刃・牛刀 550円 

刺身包丁 550円 刺身包丁（大） 700円 

握りバサミ 400円 裁ちバサミ 700円 

剪定･植木バサミ 700円 刈込バサミ 1,000 円 

※モノによっては、単価が異なる場合がありますので、詳細は現地でご確認ください。 

※作業時間：13：00～16：00 



夜間の運転はハイビームに！！ 

  

ヘッドライトの基本はハイビームです。意外と知ら 

れていない原則ですが、ハイビー

ムにすることで歩行者との衝突を

防ぐ効果があります。 

ただし、道路交通法では「他の

車の交通を妨げる恐れがある場合には、光を消したり弱め

たりする操作をしなければならない」とされています。こ

れが「すれ違い用前照灯」と呼ばれるロービームです。 

 日本自動車連盟（ＪＡＦ）の実験では５人のドライ 

バ―が時速 80㌔で走行したところ、コース上の障害 

物に気づいて停止したのはロービームで平均 5.6 ㍍手前、

ハイビームでは 82 ㍍手前でした。ＪＡＦの広報担当者の

話では、「都市部ではロービームが習慣になりがちだが、

周囲に支障を与えない範囲で積極的にハイビームにして

ほしい」とのことでした。（朝日新聞５月９日夕刊より） 

 また歩行者は夜間、反射グッズ

を腕や腰回り等、身につけること

でドライバーに存在を知らせるこ

とも大切です。 

 

高齢者就業時間の上限緩和へ 

 

シルバー人材センターを通じて就業する高齢者につい

て週２０時間までしか就業できない規制を年内にも緩和

する方向で、厚生労働省が検討を始めた。年々増える 

高齢者に就業しやすい環境を整え、人出不足のなか、活用 

したいという自治体等の要望に応える。 

 人材センターに登録する人は、６５歳以上の労働力人口

の１割（会員７３万人）に相当する。高齢者の大きな受け

皿になっているため、これを週３０～３５時間程度まで広

げる方向。      （朝日新聞５月９日夕刊より） 
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鎌田
か ま だ

 美
み

晴
はる

さん   桑室
くわむろ

 京子
きょうこ

さん 

 今回は小野地区尼寺のシルバー農園を訪問、元気いっぱ

い笑顔いっぱいの鎌田さんと桑室さんにお話をうかがい

ました。農園での経験は鎌田

さんが３年目、桑室さんは４

年目だそうです。こちらにい

らっしゃる日程が微妙に違う

ため、会うと「やぁ、久しぶ

りやねぇ」から始まって仕事

の手を休めず、いろいろな話題でお話がはずむそうです。 

 どんなとき、笑顔になりますか？とお聞きすると、鎌 

田さんは、野菜をお買い上げくださったお客様からおいし

かった、と言われるとき笑顔に

なりますね！とのお答え。桑室

さんは、野菜のお世話や皆さん

とのお話が盛り上がっていると

き笑顔になります。楽しいので 

用事がなければ毎日でも来たい

とおっしゃっていました。 

 これからのご予定で楽しみになさっていることは？と 

お尋ねすると、黒豆の栽培です、と声をそろえてのご返 

事でした。昨年はできなかったので今年はどうしても作 

って、シルバー会員の皆様に召し上がっていただきたい、 

また、黒豆を使った味噌作り教室も開きたい、と熱心に語

っておられました。 

 黒豆の種まきは６月１０日とか、ちなみに尼寺周辺の農 

家では種まきの日を、日を「か」と読む日に行い、「にち」

と読む日（１１日１２日など）は避けるそうです。その理

由は「にち」と読む日は害虫の「ニチ」が作物につく、と

昔から言い伝えられてきたからだそうです。 

 最後に、お二人から「皆様においしい野菜を食べていた

だけるよう、がんばります！」と気持ちの良い笑顔をいた

だきました。             （Ｔ・Ｎ記） 

 

                                                                                          

                   

 

 

 

６月１１日からの行事予定  

６月１２ 日(金)  13:30～入会説明会 

１７日(水)   10:00～12:00 仕事の相談日 

２２日(月)   10:00～浴衣着付教室 

13:30～同上 

７月１０日（金）  13:30～入会説明会 

 

 

 

行事予定 

鎌田さん 

桑室さん 

鎌田さん 

桑室さん 

事務局からのお知らせ 

 

事務所机の配置が変りました。 

 各グループ毎に集まりました。 

  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

今回は６名の方が会員登録されました。 

 

個人情報保護の為、お名前は伏せています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   項目 平成２６年度実績 平成２７年度（速報） 

会員数（人） １，０１１ １，００５ 

受注件数（件） ５１４ ５４６ 

契約金額（円） 66,297,658 70,767,729 

（平成２６年度・２７年５月累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の配分金お支払は７月１０日（金）です 

 

  伝言板   

 

     “ソロウエディング” 

 

 ソロウエディングってご存知ですか？今の世相何が

あるのか良く理解できない事があります。 

 ウエディングとは結婚式の事ですよね、それなのに

「ソロ」とは１人です。今、若い人の間に美しい間に、

ウエディングドレスを着て写真を撮っておきたいとい

う願望の方がいるとか、それなら、そこまでで良いと

おもうのですが、友人を招待、（人によっては上司ま

で）、披露宴をするとか。母親も留袖を着て目を潤ませ

ているとか（父親はさすがに出席しない）ブーケトス

（後ろむきになり花束をなげる）もするそうです。受

け取った人はもしかして又、ソロウエディングをする

の？ 

 若者の晩婚化は避けようにも、避けられないようで

す。（公的な婚活もされているようですが） 

 私たち両親、祖父母が出来ることは何でしょうか、

考えさせられる事象です。     （Ｍ・Ｙ） 

 

 

  

  （Ｍ・Ｙ） 

ティーブレイク 

６月は「虫歯予防月間」です。生きてい

く上で一番大切な「歯」ですが、虫歯・

歯周病から歯を失うことが多いです。そ

うならないために、歯ﾌﾞﾗｼ・歯間ﾌﾞﾗｼ・ 

ﾌﾛｽ（糸ようじ）・ﾃﾞﾝﾀﾙﾘﾝｽなどでの毎日のお手入れがと

ても大切で、年２回ぐらいは健診を受けたいものです。 

手磨きでも、充分時間をかけて磨けば歯がきれいになる

と思いますが、早く楽に磨きたい場合は「電動歯ブラシ」

がお奨めです。いろいろ種類がありますが「音波式電動

歯ブラシ」が主流で１分間に３万回くらいの振動があ

り、歯垢をかなり除去できるようです。 

今回は歯に関するクイズです。 

いくつ正解できるでしょうか！？ 

1.歯のない動物は次のうちどれでしょう？ 

 Aペンギン  Bライオン  Cイルカ 

2.犬も乳歯から永久歯に変わる？ 

 A生まれた時から生えている B永久歯が生えてくる 

 C生え変わる 

3.鉄と歯、どっちが硬い？ 

 A鉄 B歯 C同じ 

4.魚は虫歯になる？ 

 Aなる Bならない 

5.歯磨きの方法で正しいのは？ 

 A力一杯磨く B一本ずつ磨く C気が付いた時に磨く 

6.「歯垢（ﾌﾟﾗｰｸ）」について正しいのはどれ？ 

 A食べかすが腐ったもの Bぶくぶくうがいで落ちる 

 Cばい菌の塊 

7.奥歯が一本なくなるとかむ力は？ 

 Aほとんど変わらない B２割減る C半分減る 

8.奥歯でかむ力は････？ 

 A10Kgぐらい B自分の体重くらい C自動車くらい 

9.唾液の多い人は？ 

 A虫歯になりにくい B虫歯になりやすい C虫歯とは 

 無関係 

10.歯周病を悪化させる原因は？ 

 A食べ過ぎ B飲みすぎ C喫煙 

11.一番虫歯になりやすいのは？ 

 A前歯 B奥歯 Cそれ以外の横歯 

いかがでしたか？          （Ｏ・Ａ記） 

 

 

 

ティーブレイク虫歯予防クイズの答え 

１－Ａ  ２－Ｃ  ３－Ｂ  ４－Ｂ   

５－Ｂ  ６－Ｃ  ７－Ｃ  ８－Ｂ   

９－Ａ  10－Ｃ  11－Ｂ 


