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平成２８年度地域班 班会開催 

 各地域班の班会が４月に開催され、理事長・副理事長・常務理事と事務局が手分けし出席しました。班長と会

計が２７年度の活動実績と収支報告。続いて２８年度活動計画及び予算計画の説明を行い、その後質疑応答が

ありました。又新任や再任の地域班役員には委嘱状が授与されました。２８年度の地域班役員を紹介します。 

 

■三田地域班（開催 ４月２０日 中央公民館 班員参加者３４名／総数９５名） 

 班   長：  児子 益久    副 班 長： 坂林 禄    会 計： 金谷 良子 

 ブロック長：  小林 早苗 ・上ノ坊 健 ・鴨川 隆男 ・中西 久雄 ・津田 靖夫 ・ 

田中 秀子・ 梨和 剛 ・宮城 忠安 ・井ノ口 絹子 

■三輪班（開催 ４月２１日三輪会館 班員参加者３５名／総数１２５名） 

 班     長：  垣内 義孝    副 班 長： 金谷 淳    会 計： 吉川 礼子 

 ブロック長： 長迫 實 ・東 好子 ・藤田 茂 ・新山 登四夫 ・藤田 興紀 ・刈屋 元巳 

藤本 照夫 ・上垣 頼政 

■広野班（開催 ４月２６日広野市民センター 班員参加者１９名／総数７３名） 

 班     長：  辻本 安正    副 班 長： 足立 久    会 計： 佐々木 藤雄 

 ブロック長： 豊田 晃造 ・竹内 寛 

■小野班（開催 ４月３０日有馬富士共生センター 班員参加者２６名／総数５５名） 

 班     長：  岩磨 啓造    副 班 長：平尾 志津子    会 計： 深田 旭惟 

 ブロック長： 黒川 渉 ・谷口 利幸 ・猪坂 良造 

■高平班（開催 ４月２５日高平ふるさと交流センター 班員参加者２４名／総数４９名） 

 班     長：  山田 伸顕    副 班 長： 白谷 敏和    会 計： 細見 護 

 ブロック長： 仲 妙子 ・松田 敬子 ・森本 和平 ・平野 勲 ・三石 克己 ・小中 吉雄 

■藍・本庄地域班会（開催 ４月１４日 藍市民センター 班員参加者出５６名／総数１３５名） 

 班     長：  志方 啓祐    副 班 長： 藤岡 康成    会 計：朝日 幸子 

 ブロック長： 泉 幸雄 ・松本 源 ・佐々木 繁 ・向井 正 ・竹内 曜子 ・薮花 守 

         秦 一夫 ・青木 康則 ・向井 喆二 ・川勝 平二郎 

■フラワー班（開催 ４月２１日フラワー市民センター 班員参加者５４名／総数２２０名） 

 班     長：  喜多 勇    副 班 長： 鎌田 美晴    会 計： 西中 孝夫 

ブロック長： 中村 晃 ・春名 洋二 ・今井 嘉彦 ・大槻 俊治 ・近藤 敏彦 ・福地 厚盛 

■ウッディＡ班（開催 ４月２６日ウッディ市民センター 班員参加者３２名／総数１４２名） 

 班     長：  篠原 穰    副 班 長： 渕上 均司    会 計： 土屋 隆紀 

ブロック長： 奈良 恵美子 ・町野 博子 ・山本 弘 

■ウッディＢ班（開催 ４月２６日ウッディ市民センター 班員参加者３２名／総数１６３名） 

班     長：  相本 隆夫    副 班 長： 佐々木 八郎    会 計： 川元 立志 

ブロック長： 丹羽 高子 ・苗木 健 ・葛下 友和 ・鹿田 悦子 ・川村 栄太郎 
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事務局職員紹介 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事異動 

■事務局職員大野氏が局長に就任！ 

 ４月２８日の理事会で理事長から提案があり、全会一致で局長に任命することが

承認されました。 

  

【就任挨拶】 

永らく、一職員としてシルバー事業に関わってきましたが、今回、事務局長とい

う職責を担うこととなり、身の引き締まる思いです。 

歴代の事務局長を見習うと共に、自身の経験や知識を活かしつつ、一層の事業

発展を目指していく所存ですので、よろしくお願いします。 

■佐々木 智文常務理事退職 

  昨年度より市からの派遣で常務理事としてご尽力いただいた佐々木 智文氏におかれましては、この

度、一身上の都合により 4月末日を以て退職されることとなりました。 

後任につきましては、次回の定時総会にて提案となる予定です。 

○上田主任  業務主任 

○赤松    業務担当（植木剪定） 

○小森    業務担当（除草作業） 

○小川    業務担当（一般企業） 

○池永    業務担当（軽作業等） 

○江角    業務担当（  〃  ・派遣） 

 

○大野事務局長 総括事務管理 

○長田     庶務・業務担当 

○板戸        〃 

○大西     経理担当 

○本田     業務担当（子育て支援） 

○森元        〃 

 

 



 

 

 

「今更聞けない！」第二弾。保険についてお答えしま

す。 

Ｑ：そもそも保険って？ 

Ａ：怪我をされたとき(傷害)や物を壊してしまった

とき(賠償)に保障をするために、シルバー独自

の保険に加入しています。 

これは就業中やその途上に関わらず、センター

が主催したイベントや部会等にも適用されます。 

 

Ｑ：掛金の支払は？ 

Ａ：保険料一部負担額として 1,000 円を、年度内に１

回のみ、配分金から控除しています。 

 

Ｑ：保険金の内容は？ 

Ａ：傷害保険について説明します。  

①通院保険金（日額 3,000 円） 

②入院保険金（日額 4,500 円） 

と共に、死亡や手術・後遺症も保障しています。 

 

Ｑ：手続き方法は？ 

Ａ：まずは事故後速やかに事務局に電話等で報告し

てください。その後、事故報告書を提出してくだ

さい。その後、事務局担当者より説明をさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月１６日からの行事予定 

   １８日（水）仕事の相談日(10:00～) 

 

 ６月１０日（金）入会説明会   (13:30～) 

      １１日（土）アンテナショップ(10:00～) 

      １５日 (水) 仕事の相談日  (10:00～) 

 

 

     

 

 

       

 平尾
ひ ら お

 志津子
し づ こ

 さん 
今日はカラオケサークル・ひばり会の平尾さんを

お訪ねしました。 

平成２６年３月の入会です。きっかけは定年でお

仕事をやめてからも何かお

仕事をしてみたい、また、趣

味を通じて人生を楽しみた

いと思い、小学生のころコ

ーラス部にいたこともあっ

て、カラオケサークルに入

られたそうです。現在の会

員数は男女ほぼ半々で３４名です。サークルでは会

計をされておられます。 

平尾さんは、「米寿の男性もおられますし、皆さん

とてもお上手でびっくりしました。」とおっしゃって

いました。また、平尾さんは少しでも地域班のお役に

立てればと、今年度より小野地域班の副班長もつと

められています。 

ご近所の方々と春は山菜の天ぷら、秋はキノコな

ど手作りの料理を持ち寄って、お友達のお庭でおし

ゃべりを楽しまれたり、一緒にカラオケに行ったり、

外出の予定がないときはご自宅で韓流ドラマを見た

りしています。一時は字幕を見ずに劇を楽しめた

ら！と思い、ハングル語の勉強にも挑戦されたこと

もあったそうです。ご主人とは若いときからいっぱ

いおしゃべりをして、お姑さんからは、まぁまぁ毎日

毎日話題が続くね！と冷やかされたくらいです。二

人の時間が合えば今でも山歩きや九州方面へのドラ

イブなどに出かけます。最近は一緒にカラオケに行

く時間が増えました。笑顔になるときはとお訊ねす

ると、「何事によらず、あまりルールだ、規則だとや

かましくしばられず、趣味を通じて家族や、気の合っ

たお仲間とゆったりと楽しい時間を過ごせることが

幸せで自然と笑顔になっています。」と微笑みながら

おっしゃっていました。       （Ｔ・Ｎ記） 

      保険について 

 

２８年度通常総会のご案内 

 ５月３０日 月曜日１３：３０から 

 ウッディタウン市民センターで開催します。 

 多数のご参加をお待ちしています。 

 ４月エコーでは１４時からと連絡していま 

 したが１３：３０～に訂正しました。 

 

時間が訂正！ 

平 尾 さん 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

今回は１４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２７年度実績 平成２８年度（速報） 

会員数（人） １，０１０ １，０４７ 

受注件数（件） ２９９ ３２５ 

契約金額（円） 33,677,453 39,219,693 

（平成２７年度・２８年度４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の配分金お支払は ６ 月 １０ 日（月）です 

 

  伝言板 

 

       “三田のカラス” 

 

 先日、勝手口の水場から石鹸が２個（手洗い用と洗

濯用）行方不明になりました。誰の仕業？と思ってい

ましたら、家人の仕事場でもやはり石鹸が行方不明

になった。なければ不便なので、次回勤務の時に持っ

ていき、手洗い場に置いているとカラスが咥えてトッ

トッと歩いたとおもったら、サァと飛んでいってしまっ

た。我が家の石鹸もカラスの悪戯だろうというので

す。 

 皆さん「カァーカァー」と鳴かずに、「ブクッブクッ」

と云いながら飛んでるカラスを見つけたら、『１ヶだけ

ならまだしも、２ヶ・３ヶとなると、ご自慢のその漆黒の

羽根のツヤを失う事になりますよ！』と伝えてくださ

い。老婆心ながら心配していますと。 

  

追伸 屋外の石鹸にご注意を！ 

 

 （Ｍ・Ｙ記） 

 

                   

  

ティーブレイク 

今どきの便利な文房具 

日本は今や世界を代表する「文房具大国」であり、日々

素晴らしい新商品が開発されています。今回はそんな

商品の中から“使ってみたい！”と思った商品をご紹介

します☆ 

世界初、絶対に芯が折れないシャーペン「デルガード」 

★どんなに強い筆圧でも折れない。 

★芯が内部で詰まることを防ぐ。 

プレス式ホッチキス 「ハリナックスプレス」 

        ★閉じる部分が１ｃｍで目立たない。 

      ★針がないのでこするだけではずせる。 

         

 

 
１本でハサミとカッター２役！ 「カットプロ」 

★ハサミとカッターが両端に付いている。 

★ペンサイズなのでポケットや筆箱に 

  入る。 

         

 

 
          新感覚！空気のように軽く書けるペン 

               ｢ユニボール エア 

★世界初のペン先。使い込むほどなじむ。 

★筆圧に合わせてインクの量を最適にｺﾝﾄﾛｰﾙする。 

 

 
曲線が切れる！マウス型カッター「Ｌｉｎｅ ライン」         

★先端のカッターが 360度回転する。 

★新聞や雑誌の切り抜きに！ 

 

   持ち運びしやすいフセン 「PENTONE ペントネ」 

       ★超小巻ロールの付箋でペンサイズ。 

     ★これ 1本あればかさばる付箋は不要！ 

      

一度色いろ使ってみたいですね! （Ａ・Ｏ記） 

 


