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第６回理事会開催 

 

２月２５日午後１時半より理事会が開催された。 

各部会等の報告をはじめ次年度の事業計画に関する内容を協議した。 

・総務財政部会・・・・・仕事のミスマッチを減らすことや、派遣事業の拡充など事業実績向上に向けた取り組みを

行うと共に、今後の収支状況の把握について検討した。 

・業務部会・・・・・・・・主に独自事業の運営に関し、事業計画に基づいた事業運営を目指すこととし、そのうえで事

業の継続を精査することとした。 

・福利厚生・・・・・・・事業自体は順調に実施し、３月に「三田めぐり」を実施するのみとなった。次年度に向けては、

バス代の値上がりの影響により予算の増額を要求された。 

・安全適正就業・・・・・安全就業の徹底と、ペナルティ制度導入検討を重要課題とした。 

・協議事項・・・・・・・次年度の事業計画の骨子となる部分や、「シルバー感謝祭」の開催についての検討を行った。

改めて３月に事業計画及び収支予算に関する協議を行う。 

 

第３回地域班連絡会議 

 

２月８日に、地域班連絡会議が開催された。 

今回は、次年度に見直される親睦事業助成金の詳細説明を行った。 

従来はバスの借り上げ料に限定されていた使途を、それ以外の移動手段にも拡大したことや、最低 10 名でも

適用できるなど、小規模の計画でも活用できることとなり、今までは、貸切バスでの日帰り旅行が主流であっ

たが、多種に及ぶ計画が可能となった。 

その他、地域班同士の情報交換では、地域班活動の会員協力状況におよび、催しの参加、次期役員の選出、又

は、エコー配布時の対応にまで苦労があることが伺え、地域班活動の周知については、今後も地道に進める

ことが重要と思われた。 

 

「シルバー感謝祭」に関するアンケート調査について 

 

先月の「シルバー・エコー」に、用紙を同封して調査協力を依頼したところ、2月 24日までに 118通の回答が

あった。（回収率 10.7％）回収率から、会員の感謝祭への関心度が伺えるところですが、回答内容は、市民への

ＰＲや市民の期待度などから、従来どおり毎年開催を強く希望される傾向となった。 

回答者の 60%以上は、スタッフ、出演者等の会員で、残り約 40%は来場者としての参加者等となった。 

意見欄には、賛同意見もあるものの、収支の見直し、感謝祭の在り方、規模等の見直しや更に厳しい意見もあ

り、今後の開催にむけて、大きな改善が必要とされる。 
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ウッディＡ・Ｂ班市政出前講座 

 

 ２月２３日、ウッディタウンＡ・Ｂ班はウッディタウン市民センターに

おきまして、さんだ市政出前講座を受講しました。出席者は２７名、

講座名は「消費者トラブルの現状と対策」と「健康さんだ２１」でし

た。 

 消費者トラブルの現状では、２６年度は１２０２件でその中の６０歳

以上の相談件数は全体の４割に達している。今後増々高齢者の増

加が見込まれるので、気を付けてほしい、「私は大丈夫、絶対だま

されない」と思っている人ほど、だまされます、“言葉巧みに動揺

させられ、冷静さをうしなわせ金品をだまし取る”これが詐欺です。とのお話でした。 

 健康さんだ２１では“健やかにこころ豊かにくらしましょう・健康診断は毎年受けましょう・歯やお口の健康

にも気をつけましょう・１０年後の自分のため、大切な人のため生活習慣を見直しましょう”と保健婦さんのお

話でした。班の方々とおしゃべりしながら、昼食をいただき散会しました。又、機会がありましたら、受講した

いものです。 

 

 

高平班 親睦会で能勢温泉旅行  

   
平成２８年２月８日（月）高平ふるさと交流センターを午前１０

時に出発。各々の待合場所から迎えのバスに乗り込み、能勢温

泉へ、小一時間で到着。昨日寒波が吹き荒れ銀世界を作り出し

た自然も、当日は雲一つない晴天に恵まれ、到着と同時に温泉

につかり、身も心も温まり、お待ちかねの昼食へ、温泉旅館の配

慮もあり宴会場は畳上に机椅子で、舞台もありゆったりと、料理

とお酒を頂き、カラオケに声震わせ、耳傾け楽しむことが出来

ました。 

 高平班は、４９名の会員さんがいますが、１９名の参加を得て

行事がととのいました。昨年は、センターの日帰り旅行に高平班のみなさんに呼びかけ参加を頂きました

が、高平班の親睦交流ということでは少し欠けたかなと思っていました。是非とも今回は、高平班として、こ

の旅行を成功させたいと思い、昨年秋に予定したのですが、地域老人会の行事と重なり予定の１５名参加を

クリア出来ず一時は断念しましたが、再度挑戦し、ほんとに楽しい、初期の目的を達成できる、ほっこり温ま

る日帰り親睦旅行になりました。参加された皆様の気持ちです。すべての皆様に感謝です。 

地域班 班会の案内 

 次の通り、案内しますので会員皆様の出席をお願い致します。 

 

地域班 場所 開催日 開始時間 

三田 中央公民館 ４月２０日（水） １０：００ 

三輪 三輪会館 ４月２１日（木） １１：００ 

小野 有馬富士共生センター ４月３０日（土） １０：３０ 

高平 高平ふるさと交流センター ４月２５日（月） １０：００ 

広野 未      定 

藍・本庄 藍市民センター ４月１４日（木） １１：３０ 

フラワー フラワータウン市民センター ４月２１日（木） １０：３０ 

ウッディＡ・Ｂ ウッディタウン市民センター ４月２６日（火） １０：００ 

 



 

 

  

シルバーに少しでも興味を持たれたご家族やご友人

がいらっしゃいましたら、是非入会説明会にお誘い

ください。登録までの手続きは以下の流れとなって

いますので、ご注意ください。 

※登録には入会説明会の参加が必須です。 

＜会員登録までの流れ＞ 

【事前申込】 

入会説明会の参加予約をする。 

（前日までに電話・ファックス・メール等） 

 

【入会説明会 参加】 

毎月第２金曜 １３時３０分から 

遅刻は参加できません。説明会ではシルバーの活動

や目的等を説明します。 

 

 

説明会参加後、ご家族などに相談をして、入会の

判断をしてください。 

 

【入会手続き】 

説明会でお渡しした書類をすべて記入し、翌週に提

出する。 

（期間外の提出は入会月が遅れる場合があります。） 

 

 

【登録完了】 翌月からシルバー会員です！ 

詳しくはホームページもしくは、お問い合わせいた

だきますよう、よろしくお願い致します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刃研ぎ工房・訪問記 

今日はシルバー

事務所隣の『刃研ぎ

工房』を訪問、班長

の篠原さん、会員の

安尾さん、田中さん

にお話を伺いまし

た。 

ここでは毎週水

曜と土曜の２回、１３：００～１６：００迄一

般家庭の包丁やハサミなどを研いで

います。  

この工房自体、篠原さん

が最初から設計、材料集め、

コンテナ設置、内装・電気工

事まで一人でとり仕切られ

たそうです。ご本人は「昔と

った杵柄だから」とこともな

げに言われましたが、驚き

です。 

刃物研ぎは平成２１年にセンターの企画提案方式事

業として開始され、当初は市

内各地の市民センターに巡回

していましたが、今年度より現

在の場所に限定し、作業を行っ

ています。南ウッディタウン駅

のすぐ近くで便利が良くなり、

しっかりした技術やリーズナブ

ルな価格が認められるように

なり、リピーターのお客様もず

いぶんと増えてきました。                  

現在の会員は５名で皆様からの注文をこなしていま

す。堺や備前の刃物工業所等を訪ねて、包丁やハサミ

に関する技術の研修も重ねてきました。５名全員が以

前、木型とか鉄工関係など何らかの技術に携わってき

たので、刃物研ぎにあたっても技術者としての心得と

か職人気質は身に付いています。皆さんに、「笑顔にな

るときはどんなときでしょうか？」とお尋ねすると、班

長の篠原さんはじめ、安尾さん、田中さんも一様に「研

ぎ終わった包丁などをお客様にお渡しするとき、きれ

いになりました！ありがとうございます！と感謝され

るとき、いままでの苦労が報われる思いがして笑顔に

なります」とおっしゃっていました。      （T・Ｎ

記)                   

シルバー入会に是非お誘いください 

 

３月１1日からの行事予定 

  １１日（金）入会説明会   (13:30～) 

１２日（土）アンテナショップ（10:00～） 

  １６日（水）仕事の相談日（10:00～） 

  ２４日（木）理事会      （13:30～） 

 

4月 ８日 (金) 入会説明会  (13:30～)                            

   ２０日（水） 仕事の相談日 (10;00～) 

 

篠原 穰さん 

左・安尾 正義さん 

右・田中 定男さん 

工房内部 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

個人情報の為、お名前を伏せています。 

 

 

 

 

 

 

 

   項目 平成２６年度実績 平成２７年度（速報） 

会員数（人） １，０５９ １，０９９ 

受注件数（件） ２，８８２ ２，６９７ 

契約金額（円） 410.068,873 425,863,038 

（平成２６年度・２８年２月累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の配分金お支払は ４ 月 １１ 日（月）です 

ティーブレイク 

 

 

 

今回はスイーツがテーマです。 

スイーツがあれば、みんなが笑顔になり、楽しいひと時を

過ごせますね！ 

和菓子・洋菓子を問わず年間の色々なイベントに、スイー

ツはつきものです、 

バレンタイン、ホワイトデー、春のぼたもち・秋のおはぎ、

５月の柏餅、夏の水羊羹、秋の栗のお菓子、黒豆のケーキ、

クリスマスケーキ、誕生日ケーキ等･･･ 

さて、市内には、三田の良さをアピールするたくさんのス

イーツ店があり、数年前から「三田スイーツフェスティバ

ル」が開催されています。 

皆さんもご存知とは思いますが、三田スイーツとしてホ

ームページなどに載っているお店をご紹介します。 

皆さんは何軒ご存知でしょうか？ （順不同） 

☆ パティシェエ エス コヤマ  （ゆりのき台） 

☆ サント・アン  （南が丘）（キッピーモール） 

☆ 西村清月堂  （三輪）（キッピーモール） 

☆ 菓子の実 ヤマオカ  （天神） 

☆ 松栄堂  （駅前町） 

☆ モリナカ三田店  （西山） 

☆ パティスリー・シュエット （すずかけ台） 

☆ ルフラン三田店  （あかしあ台） 

☆ シャトレーゼ  （広野） 

  

最後に桜餅の簡単レシピをご紹介します。 

材料 もち米２合 砂糖大さじ２ 市販のあんこ 400g 

(20個分) 食紅耳かきの先程度 塩漬け桜の葉 20枚 

① もち米を洗い、水と砂糖、食紅を入れて炊く。 

② 塩漬けの桜の葉は水に浸して塩抜きし水分を拭く。 

③ あんこは 20等分し、ラップで丸めておく。 

④ もち米が炊き上がったら、軽くつぶす（半殺し） 

⑤ もち米を 20等分してあんを包み、桜の葉を巻く。 

  ｺﾂ、ﾎﾟｲﾝﾄ →もち米はラップで挟んで薄くのばし 

  あんこを包むと手がべたつかない。 

 ご家族でご一緒にどうぞ！     （Ｏ・Ａ記） 

 

  伝言板 

 

         

 今年ももう咲いている

のかな？と先日天神公園

をブラリと尋ねてみまし

た。紅梅、白梅共にさいて

いました。 

 中学生の頃、何かめでたい事のある日は、黒地に

大きい梅の柄の羽織を身に着けていましたので、梅

の花が大好きなのかもしれません。桃のはなのよう

に枝一杯に花はつけませんが、丸いつぼみを割りポ

ッ、ポッと一輪、一輪さきます。今年は申年、実がなり

ます頃は梅干しをつけてください。申年の梅干しは

薬になると古来より言い伝えられています。 

「梅はさいたか、桜はまだ 

かいな、山吹きゃ浮気で・・・」 

と有名な唄もあります。 

次は桜の季節ですね。 

                

（Ｍ・Ｙ記）          

             

梅 


