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平成２７年度上半期事業実績 

会員数は 1,055 名（男性 769 名、女性 286 名）で、昨年同時期との対比では 28 名の増加となっています。

男女別では男性 14名増、女性 10名増となっています。 

9月末の入会者数においては、76名（男性 52名、女性 24名）となり、昨年同期では 49名の入会だったのに対

し、27名の増となっていました。また退会者については、同じく 9月末現在で 68名の退会に対し、昨年度は 92

名の退会で 24名の減少です。 

事業実績は、毎月前年度を上回り、2億 3600万円（対前年度 1,000万円増（+4.4％））となり、増加傾向です。 

特に、職種別のグラフでも分かるとおり、広報紙配布に関する折衝外交が 700万円近く増加したことが上げら

れます。複数部数の配達が定着してきた結果だと思います。 

掲載件数が増えてきた「こんな仕事あります」の受注内容に対応することで、自然と実績にもその影響が出

ているようです。 

この先、屋外作業の件数が若干減少しますが、大きく傾向が変わることは無い見込みです。 
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広島県江田島市へ竹炭視察研修 

 9 月 8 日（火）広島県の（公社）江田島市シルバー人材センターを、竹炭作りのメンバー8 名と事務局 2 名

で訪れました。 

事務所で事業概要を聞いたのち、作業現場へ移動です。 

江田島市のシルバーでは、16 年前に町が建てた施設を利用して、

竹炭作りの作業に取り組んでおられました。 

先ずは、「寸切り機」「竹割機」「結束機」「竹酢液蒸留器」等々、設備

が揃っていることや、一度に２ﾄﾝもの炭を焼成できる窯が 2 基もあ

る事に驚かされました。 

更に製造工程において、燻製や長期の乾燥期間があるなど、うちではやっていない工程があり、質の高い

竹炭を製造するには大切な工程だと教わると共に、「いくら大量の注文でも、急な依頼には応じられないん

ですよ。」と苦労話も伺いました。 

また、販売品目も５０種近くあり、パッケージやラベルに工夫が見られます。 

商品は、市内 10 ヶ所以上の店舗に卸されているのと、業務用の製品を、工務店を介して販売される他、小中

学生向けの体験学習もされるなど、多岐にわたる活動が

伺えます。 

あらゆる面で簡単に真似できませんが、今ある状況の中

で、改善できるとこは取り入れたいと、早速、帰りのフェリ

ーで「燻製窯」の相談をされ、皆に刺激になったようです。 

当センターの近隣ではなかなか竹炭作りを行っているセ

ンターがなく、今回は遠方での研修となりましたが、今後

の竹炭作りの活動に期待が持てそうです。 

 

  

ウッディ班 湖東方面へ旅行 

９月２８日（月）好天にも恵まれ、ウッディＡ・Ｂ班合同の今年度の日帰り旅行として湖東方面へいきました。 

参加者は４０名、お多賀さんの名で親しまれている多賀大社に参

拝、うれしい事に当日は、大社１年に１度の講の日に当たり、笙の音

も爽やかに神主の行列や、能舞台での謡の奉納を見たり聞いた

りすることができました。その後、昼食を頂き、彦根藩井伊家３５

万石の居城、国宝彦根城に向かいました。階段の勾配に驚き、手

すりをしっかり持ちながら、天守閣までのぼり、当時の「殿」の気

分を味わいました。下屋敷があった玄宮園も散策し、江戸時代の

町並みを再現した、夢京橋キャスルロードでお土産を買い求めた

のち、全員無事に市民センターに到着し家路につきました。 

市民センターまつりに当センターが出展 

 

名  称 日  程 出  店 

ありまふじフェスティバル １０月１７日(土)～１８日(日) 農業・ＥＭしゃぼん 

藍市民センターまつり 

１０月２４日(土)～２５日(日) 

藍地域班 

有馬富士共生センターまつり 農業 

ウッディタウン市民センターまつり シルバー理事 

高平ふるさと交流センターまつり 高平地域班、竹炭、折り紙、

刃物研ぎ(25 日のみ) 

フラワータウン市民センターまつり  

広野市民センターまつり １１月１５日(日) 広野地域班 



 

 

  

 

三田市にもキャンパスのある関西学院大学。この読

みは「かんせい学院大学」です。一方、大阪府吹田市に

ある関西大学。この読みは「かんさい大学」です。 

昔からなぜこのように読み方が違うのか、不思議でし

たが、司馬遼太郎著「街道をゆく・２５巻」を読んでその

疑問が氷解しました。 

同じ『西』という漢字を使いな

がら、読み方が違うのは「せい」

は漢音で、「さい」は呉音だから

です。 

同書によると、『日本漢音には、

呉音と漢音がある。五、六世紀

のころ日本は百済を通じてはじ

めて漢字を入れた。百済音だから、当然、呉音である。

『古事記』の仮名も万葉仮名もそうであり、経典にいた

ってはすべて呉音だった。 

正月（しょうがつ）も元旦（がんたん）も呉音である。時

代が下って、明治のキリスト教は呉音をきらった。理由

は、呉音が主として仏教経典の音で「坊さんよみ」とも

いわれていたからである。 

このためキリスト教は徹底的に漢音を用いた。聖書は

呉音なら「しょうしょ」だが、漢音で「せいしょ」と読む。

大阪の私学の関西大学は土地の慣習音どおり「かんさ

い」と読む』 

今後必要に応じて漢字を紹介していこうと思います。 

（T・N記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

古中
こ な か

 嘉代子
か よ こ

さん   古中
こ な か

 澄江
す み え

さん 

今回は下槻瀬の三田市霊園

を訪ねて、シルバーのお仕事

をされている古中嘉代子さん

と古中澄江さんにお話を伺い

ました。 

お二人ともご親戚同士にな

ります。古中嘉代子さんは８

７才で、古中澄江さんは８０才。どちらも大変お元気で、

快活に笑われ、昔のいろいろな出来事も正確に覚えてお

られるのが印象的でした。今は１年３６５日交替で霊園

管理のお仕事をされながらご自宅ではお花を栽培・出荷

されたり、野菜を造られたりしています。 

どうしてそんなにお元気なのですか？お尋ねすると、

とくに嘉代子さんは嫁入り

してきたときから毎日農作

業で身体を動かしてきたこ

と、農作業がメインでなくな

ってからは、ゴルフ場のキャ

ディとか薬品会社で働いて

きました。定年になってから

も、まだまだ働きたいとの思いで嘉代子さんは平成１０

年に、澄江さんは平成１１年にシルバーに登録されたそ

うです。そういう気持ちの張りとか集中力が元気の源な

のかな？とのお答え。澄江さんもそうね、とうなずいて

おられました。 

また人様より元気な体を授かった母親に感謝と同時

に、小さいときから食べていたドジョウとか小さな川魚

の干し物などが良かったのかもしれないし、食べるもの

はおコメにしろ、野菜にしろ、ほとんど自家製の安心で

きるものばかりだったのかもしれない。また、昔は自分

の山に自生する松茸とか山の幸が季節になると、それこ

そいっぱい採れて、今から思うと贅沢な食生活だったな

あぁと思います。 

お二人に笑顔になられるときはどのような時でしょ

うか？とお尋ねすると、嘉代子さんは三田から出て行っ

た親族がお正月やお盆のときに集まってくれ、にぎやか

に食事をしたり近況を伝えあったり、幼い孫や曽孫と話

がはずむときでしょうか、また季節、季節にその土地の

名産品を届けてくれたりしてくれることが何よりうれ

しい、また 澄江さんは花の組合で企画してくれる旅行

に参加して、珍しい花や植物を観賞できることが楽しい、

とのお話でした。 

最後に、まだまだ若々しくお元気なお二人に今後とも

ご健康に気をつけられてがんばっていただきますよう

お祈りしてお別れしました。 （T・N記） 

 

１０月１４日からの行事予定 

     

   １４日(水) 業務部会   (9:30～) 

   １６日(金) 安全・適正    (16:00～) 

         就業推進委員会 

   １９日(月) 総務財政部会 （9:30～) 

   ２１日(水) 仕事の相談日 (10:00～) 

   ２２日(木) 理事会        (13:30～) 

 

 

 

 

 

行事予定 

漢音・呉音の紹介 

 

古中 澄江さん 

古中 嘉代子さん 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

今回は１２名の方が会員登録されました。 

 

 

個人情報の為、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） １，０２７ １，０４３ 

受注件数（件） １，６８８ １，６０９ 

契約金額（円） 226,196,056 236,175,772 

（平成２６年度・２７年９月累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の配分金お支払は１１月１０日（火）です 

 

  伝言板   

 

 

       深まる秋 

 朝晩のひんやりとした寒気（二十四節季の寒露十

月八日）に深まる秋を感じます。 

 ツバメが南に帰り代わりに秋の渡り鳥、冬鳥がやっ

てきます。つるべ落としと云われるように、秋の夕暮

はストンと暗くなるのがとても速く感じられますが、

日没から暗くなるまでの時間が短いからで、刻一刻

と空の色が変化します。 

 此の季節は、各地で菊花展が盛んに行われていま

すが、菊の花びらを陰干しにし、菊枕に仕立てて使用

される方もおられるようです。菊枕は熟睡効果と長

寿にとても良いとか、高浜虚子に杉田久女が送った

話は有名ですね。 

 こののち、霜降（十月二十三日）立冬（十一月七日）

と秋から冬へと季節が変わりゆきます。又、一つ年を

とりました。 

 

 

                 （Ｍ・Ｙ 記） 

                       

 

 

10月は三田にあるたくさんの神社の 

「秋祭り」があります。皆さんの中 

には、お祭りを心待ちにされてる方も 

おられると思います。またお神輿 

を担ぐ方もいらっしゃるかもしれませんね！ 

今年の三田の主な神社日程をご紹介しましょう！  

ティーブレイク 

次の 10 件の踊りは｢三田市無形民俗文化財」に指定されて

います。(なお天候などのため日程変更の可能性あり) 

10/3～10/4加茂神社(加茂)ホーホー踊り、稲引･樽引神事 

10/10、10/12高売布神社(酒井)千本搗き 

10/10～10/11八坂神社(波豆川)お練り 

 

 

 

 

 

10/10～10/11稲荷神社(福島)デンデンホウ踊り 

10/10～10/11三輪神社(三輪)ハウヤ踊り・獅子神楽 

 

 

 

 

10/11八王子神社(志手原)田楽踊り 

10/11御霊神社(貴志)ホーヤホーヤ踊り 

10/12天満神社(西野上)ホーホー踊り 

10/18天満神社(末東)ホーホー踊り 

10/18天満神社(末西)ホーホー踊り 

 

 

次の踊りは「兵庫県無形民俗文化財」に指定されています。 

11/23駒宇佐八幡神社(上本庄)百石踊り 

 

 

 

 

 

三田の秋まつり 

時間などのお問い合わせは、
各神社または下記まで。 

歴史文化財ﾈｯﾄﾜｰｸさんだ 

TEL&FAX  079-563-5587 

（Ｏ・Ａ記） 

高売布神社 

八王子神社 

八坂神社 

御霊神社 

稲荷神社 

三輪神社 

天満神社(西野上) 

三輪神社獅子神楽 


