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新理事長 小西 良博 ご挨拶
今年度総会において、牛谷理事長の後任として選出されました。何分
無力な自分ですが、歴代の理事長の多大な功績を汚すことの無いよう
にセンターの更なる発展を願い務める所存です。
会員の皆様の生きがいとしての社会参加の場や、仲間づくり、就業の
確保などを考える時、その重責を感じ、身の引き締まる思いです。
今、我が国は、急激な少子高齢化が進展し、６５歳以上の人口が総人口
に占める割合は、２０６０年には４０％近い水準になると推計されていま
す。
こうした中で、高齢者の就業意欲は高く、高齢者の就業率は、近年上昇を続けており、平成２５年度内閣府が
実施した意識調査によると、６５歳を超えても働きたい人が５０％、７０歳までが２０．９％、働けるうちはいつまで
も働きたいと答えた人は２５．７％という結果が出ております。こうした状況下において、将来必要な労働人口
が減少することが懸念され、働く意欲のある高齢者が、長年培ってきた知識や経験を活かし、年齢に関係なく
活躍し続けることが可能な「生涯現役社会」を実現していくことが重要です。このためにも、従来からの除草
作業や剪定等の職域にとどまることなく、介護や育児支援等の現役世代を支える分野への就業機会の拡大
を積極的に取り組み、女性会員の増強につなげていきたいと考えております。
また、近々に対応が必要な取り組みは、「安全は全てに優先」との基本姿勢の下、安全就業を第一とし、事故
発生ゼロを目指し、市民の皆さまから安心して発注していただける人材センターの確立を、会員の皆様と共に、
推進したいと思いますので、前任者にかわらず、ご指導、ご支援をお願いします。

新副理事長 眞野 雅行 ご挨拶
この度 平野副理事長の後任として選任されました眞野雅行です。当セ
ンターには平成２０年８月に入会し、現在は市営駐輪場で就業しています。
入会してから間もなく８年になりますが、その間にも日本の高齢化は進み総
務省の平成２７年の国勢調査速報集計によると、総人口に占める高齢化率（６
５歳以上）は２６.７％で前回調査比３.７ポイント増と過去最高を更新したと報じ
られました。比較的若い町三田市も ５年後の平成３３年には２５％を超える
との予測もあるそうです。
このような本格的な高齢社会を迎える中、シルバー人材センターの役割
は今後も大きくなると思われ、当センターの目指す高齢者の 生きがい
健康維持 社会参加と地域社会の活性化に向け微力ではありますが努力したいと思っていますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

キャッチフレーズ募集！！
シルバー人材センターは全国で約７２万人が登録しており、今年度はシルバー人材センターが法制化されて
３０年の節目にあたります。そこで、この法制化３０年を迎える記念すべき年に、より多くの皆様にシルバー人
材センターについて知っていただくため、親しみがもてる、覚えやすいキャッチフレーズを募集しています。
【応募について】
どなたでも応募可能。協会ホームページ（http://www.zsjc.or.jp/）に募集要項
がありますので、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールにて応募ください。
お一人何作品でも応募可能です。（当センターでも募集要項を用意しています）
【締切】平成２８年８月１２日（金）必着
【審査について】
〇最優秀賞 １点 賞状と副賞（賞金３万円）
〇優 秀 賞 ２点 賞状と副賞（賞金１万円）

三田まつり おどり講習会の開催
三田の夏の風物詩「第３８回三田まつり」が８月６日（土）に開催されます。
今年もステージイベントや市民総おどり、花火大会など盛りだくさんに行わ
れる予定です。三田まつりのクライマックスは「市民総おどり」。これは三田
音頭会による生の「三田音頭」「新三田音頭」にあわせて踊ります。団体だ
けでなく、ご家族や友人同士など、どなたでも、何人でも参加することが
出来ます。また、仮装して楽しんだり、ユニフォームやおそろいの衣装で踊
ってもＯＫ！「参加したいけど、踊りが分からない・・・・」という方のために、踊
りの講習会を下記日程で開催するそうです。初めての人も、得意な人も、
みんなで三田総おどりを踊って盛り上がりましょう！

７月１３日（水）
７月１７日（日）
７月１９日（火）
７月２０日（水）

日
時
19：00～20：00
16：00～17：00
19：00～20：00
19：30～20：30

場
所
中央公民館 大集会場
ウッディタウン市民センター 大集会室
ウッディタウン市民センター 大集会室
フラワータウン市民センター ホール

平成２８年度 各部会の役割分担が決まる！
６月２２日の理事会で各部会の役割分担が決まりました。
総務財政部会 担当理事 岡田（三輪） 長村（広野） 安武（ウッディＡ） 大木（藍・本庄）
黒瀬（フラワー）
担当班長 相本（ウッディＢ） 岩磨（小野） 山田（高平）
業務部会
担当理事 阿久津（三田） 山村（ウッディＢ） 太田（高平） 深田（小野）寺戸・万代
担当班長 喜多（フラワー） 志方（藍・本庄） 篠原（ウッディＡ）
福利厚生部会 担当理事 長村（広野） 太田（高平）
に ご

担当班長 垣内（三輪） 辻本（広野） 児子（三田）
担当会員 野入（フラワー） 横山（ウッディＢ）

漢 字

あ・ら・かると
大正琴サークル

最も画数の多い漢字
小学生のお子さんと話をしていると、「一番○○な
ものは何？」とよく聞かれます。○○は、大きい、強い、
速い、きれい、などです。漢字なら「一番画数の多い文
字はどんな文字ですか？」となります。
常用漢字の中なら、『鬱』という字で、２９画あります。
これは２０１０年に追加された漢字ですが、それまでのト
ップは『鑑』の２３画、２位は『襲』が２２画でした。
常用漢字以外で見てみますと、龍
を４つ積み上げた文字が６４画ありま
す。読みは、「テツ」。意味は、「言葉が
多い、おしゃべり」です。（大漢和辞典
に掲載）
明治前期の政治家、小野 梓（お
の あずさ）の幼名に使われていました。この文字に
「一」を加えて、「てついち」と称したそうです。ちなみ
に彼は親友であった大隈重信を助け、早稲田大学設立
のとき、大きな力となりました。（高知県宿毛市立宿毛
歴史館―宿毛人物史）
参考までに、国字（日本で作ら
れた漢字）で最も多い画数の文
字は、雲を３つ書いて、龍も３つ
書いたもので、８４画あります。読
みは、「オトド、またはダイト、タイ
ト」です。意味は不明で、苗字のひとつとされています
が、実際に存在するのか確認できておりません。（難読
稀姓辞典掲載）
また、中国では左掲のような文字が
麺類の店に書かれています。読みは、
「ビャン」で、５７画あります。ビャンビャ
ン麺というときに使います。この麺は
名古屋のキシメンのように平べった
く、巾２～４㌢、長さは１㍍ほどに伸ばし
たもので、野菜や豚肉などと一緒に煮込んだりして食
べます。中国陝西省西安（昔は唐の長安）の名物料理
です。ただ、当の中国人にもなかなか書けないと聞い
ています。
（Ｔ・Ｎ記）
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今日は大正琴のサークルを訪問
し、熱心に練習に励まれておられ
る代表の西村惠美子さんはじめ、
メンバーの皆さんから
お話を伺いました。
人前での演奏に慣れていらっ
しゃるせいか、皆さんとても
代表

西村さん

おしゃれで、ユーモアもたっぷ
り、楽しい雰囲気のサークルです。会員さんは現在合
計１２名、サークル発足から今年の９月でちょうど
１０周年となります。最初は６名でスタートし、早く
も２か月後にはシルバー感謝祭で初めて演奏を披露

しました。
メンバー全員がシルバーで就業していますが、時
間をやりくりしては大好きな大正琴をつまびいてい
ます。昔懐かしい小学唱歌や青春時代の流行歌を皆
さんと一緒に奏でていると時間のたつのも忘れてし
まいます。練習の合間には持ち寄った手作りのお料
理や旅行のお土産のお菓子をいただきながら、いろ
んなおしゃべりをするのも楽しいひとときです。
話題？ご近所の話、お料理、ファッション、孫自慢、
ついこの間まではマスゾエがどうだとか、ほんとに
幅広いストライクゾーンです。
演奏できる曲は１００曲を超えます。これだけた
くさんのメンバーが一斉に琴をひくのですから、リ
ズムや音を合わせることが大変です。それだけにピ
タッと音が合って合奏できたとき、
「やったー」と全
員が笑顔になります。
これからの演奏予定は、９月２０日にはいこいの
家さんだ、そして１１月２３日の感謝祭、等々で
す。聴いてくださる皆様に少しでも良い音をお届け
したい！とメンバー一丸となって練習に励んでいま
す。
（Ｔ・Ｎ記）

新入会員紹介（順不同・敬称略）

ティーブレイク

今回は５名の方が会員登録されました。

個人情報のため、お名前は伏せています。

もうすぐ

リオ・五輪!

8/5～8/21
いよいよ８月５日からブラジル、リオデジャネイロ
で３１回オリンピック・パラリンピックが開催され

次回の配分金の支払いは ８ 月 １０ 日（水）です
項目

平成２７年度実績

平成２８年度（速報）

１，００８

１，０５２

受注件数（件）

８０９

７８６

契約金額（円）

111,365,911

122,521,299

会員数（人）

（平成２７年度・２８年度６月）

ます。ブラジルはもとより南アメリカ大陸では初め
てです。また南半球での開催は 1956 年のメルボル

７月１１日からの行事予定

ン、2000 年のシドニーに続き３度目の開催です。

１４日（木）地域班連絡会

８月のブラジルは冬になりますが、リオデジャネイ

２０日（水）仕事の相談日

ロは低緯度にあるため、平年の日中の平均気温は

（10:00～）

８月の行事予定
６日（土）第３８回三田まつり

２２℃前後です。
参加国

（9:30～）

206 ｹ国

参加人数 10,500 人

１２日（金）入会説明会

（13：30～）

1７日（水）仕事の相談日

（10：00～）

メインスタジアム マラカナン競技場
競技種目 42 種目(新種目:ｺﾞﾙﾌ、7 人制ﾗｸﾞﾋﾞｰ)
開会宣言

ミシェル・テメル大統領代行予定

賞金 金メダル 500 万円・銀 200 万円・銅 100 万円

伝言板

《今夏も暑くなりそうです》

主な種目で選手がほぼ決定しています。一部の選手を
ご紹介します。下記の選手も含め、皆さんはどの選手
を応援されていますでしょうか？
体操

内村航平・加藤凌平・白井健三・田中佑典

卓球

福原愛・石川佳純・伊藤美誠
海老沼匡・原沢久喜・近藤亜美・中村美里
松本薫・田知本遥・山部佳苗

水泳

萩野公介・入江陵介・瀬戸大也・渡部香生子
男子

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

女子

はラニーニャ現象（太平洋高気圧が大きく張り出す傾
向）だとか、体温調節がしにくい幼児・年寄りが体力を
びかけないようです。暑いと思う前に２８℃程にエア

錦織圭・土居美咲

サッカー

「水晶の念珠冷たき大暑かな」日野 草城

消耗しやすくなります。今年は電力会社も節電は呼

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 太田雄貴
テニス

迄の一年中で一番暑い季節が。
朝から２５℃を越え、日中は３０℃を越えます。今年

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 吉田沙保里・伊調馨・登坂絵莉
柔道

今年もやってきました。小暑（７/７）から大暑（７/２３）

コンを使用してください。又、暑気払いに庭先などで、
線香花火は如何でしょうか？ボタン→松葉→柳→散
菊と風情がありますね。
“線香花火の１本にわび・さび・もののはかなさ・あわ
れあり”

今回日本はいくつメダルを取れるでしょうか？

どうかくれぐれもお体大切に！

今年の夏、オリンピックでますます暑くなりそうですが、
みんなで「ニッポン」を応援しましょう！！

(Ｍ・Ｙ記)

(Ａ･Ｏ記)
（Ｍ・Ｙ 記）

