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平成２９年度 上半期事業実績概要
会員数は 1,070 名（男性 786 名、女性 284 名）で、昨年同時期との対比では 7 名の増加となっています。男
女別では男性 10 名増、女性 3 名減となっています。
9 月末の入会者数においては、59 名（男性 39 名、女性 20 名）となり、昨年同期では 56 名の入会だったので、
ほぼ同数となっています。また退会者については、同じく 9 月末現在で 37 名に対し、昨年度は 45 名で 8 名
の減少で、上半期 3 年連続退会者数減少となっています。（H26：92 名、H27：68 名）
事業実績は、毎月前年度を下回り、2 億 5072 万円（対前年度 880 万円減（-3.4％））となり、当初の計画からは
47 万円程度低い値です。
前年度と同様、一般企業からの依頼による清掃作業やスーパー関係での作業、除草作業等の増加により軽作
業分野が 340 万円近く増加したものの、市営駐車場や三輪明神窯史跡園の管理業務が減少した影響で、公共
事業は 1,180 万円近い減少です。
その他、一般家庭からの除草作業減少しが 43 万円減となり、竹炭をはじめとする独自事業の実績も 4 万円の
微増となっています。
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シルバー感謝祭の運営一部見直し
今回の「シルバー感謝祭」では、8 月に開催された実行委員会にて、経費面を含む一部見直しを行うこととな
りました。
会員の皆さんに直接係る点としては、事前に送付していた金券が「500 円」から「300 円」に減額されること
となります。また、運営に関する部会出席時にお支払していた、費用弁償については廃止で、協力会員として
参加された場合の謝金（1 日：1,000 円、半日：500 円）は従来どおりとなっています。
その他、出演団体の一部変更や、司会を地元高校生の放送部に依頼するなどとしています。

地域班長

事業見直し等に理解深める

9 月 28 日（木）、地域班長が集まる「第 2 回地域班連絡会」が開催されました。
今回は、既に通知されている「シルバー感謝祭」の見直し内容と、現在検討中の役員候補者選考に関する
規程等の見直しについて、詳細説明が行われました。
感謝祭の見直しは経費面が主となり、特に金券が 500 円から 300 円に減額に
なることで、会員への直接的な影響と、売り上げの減少が懸念されましたが、実
行委員会では「影響の度合いによっては、再度見直しもある」としているとの説明
がされました。
また、役員改選に関しては、従来の選考委員会設置や役員選考に至る手続き、
選考条件等を簡素化、明確化することにより、地域班長の関わりも軽減できるとし
て、理解を得ました。
その後は、各地域班の活発な活動事例等が報告され、閉会となりました。

しっかり学ぼう！おしゃべりサロン！

９月１３日（水）にシルバー事務所で第２回おしゃべりサロンが
開催されました。今回は、三田市地域包括支援センターによる
「認知症サポーター養成講座」でした。認知症は身近な問題な
だけに、皆さん真剣な姿勢で、メモをたくさん執られていまし
た。９０分程の講座の中には、発症した方の手記や若年性アルツ
ハイマーになられた方の VTR などもあり、当事者のありのまま
の姿を学ばれていました。
講座終了後は、雰囲気がガラッと変わり茶話会がスタート。自
己紹介も兼ねて、質問カードに答えるコーナーでは、「今、もし２０代だったら何をする？」との質問に、妄想し
放題、言いたい放題で話が尽きることなく、大盛り上がり。このように、おしゃべりサロンでは女性会員の親
睦を深めるために、色んな楽しい企画を考えておられます。次回のおしゃべりサロンについての案内が同封
されていますので、是非ご覧ください。

イベント参加のお知らせ！

各地域班と独自事業が出店しますので、ご近所・仲間を誘って、イベントに出かけてみませんか。
名

称

日

程

出 店

藍市民センターまつり

10 月 14 日(土)～15 日(日)

藍地域班

高平ふるさと交流センターまつり

10 月 21 日(土)～22 日(日)

高平地域班・竹炭・折り紙・刃物研ぎ

有馬富士共生センターまつり

10 月 29 日(日)

ＥＭ・手作りコットン・竹炭

広野市民センターまつり

11 月 19 日(日)

広野地域班・折り紙・手作りコットン

三田バル コラボ企画
日 時：１０月 1４日（土） １２時～１７時
出 店：野菜・竹炭・ＥＭ等の販売
場 所：ペディストリアンデッキ（ＪＲ三田駅前の陸橋）

11 月、12 月
も出店予定！

①

漢 字

あ・ら・かると

クイズ・都道府県名

さいとう

やすひこ

斎藤

安彦

小学４年生までの都道府県名の漢字がすべて配当
漢字になりました。（平成２８年文部科
学省承認、実施は平成３２年から）
そこで、クイズです。

今回は三田に移住して５
０数年、昔の三田のことな
ら何でも聞いてください、
と自信満々の斎藤さんにお
話を伺いました。入会は平
成２１年１１月です。
現在広報紙の配布と新三
田駅前駐輪場の管理業務に
就業中です。

問 題
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬

山の字を含む県を６ツあげてください。
川の字を含む県を３ツあげてください。
島の字を含む県を５ツあげてください。
岡の字を含む県を３ツあげてください。
崎の字を含む県を２ツあげてください。
城の字を含む県を２ツあげてください。
草・木・花・実など植物の部分の字のある県
はどこですか？いくつありますか？
古代の読み方で、
「いい女」という意味をもつ
県はどこですか？
動物の名前がある県の名前は？
海のない県はどこですか？
最も多くの県と隣接している県
はどこですか？いくつの県と接
してい ますか
新幹線が走らない県はどこですか？
漢数字が使われている県はどこですか？

答 え
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

山口・岡山・和歌山・山梨・富山・山形。
神奈川・石川・香川の３県。
鹿児島・島根・広島・徳島・福島の５県。
静岡・岡山・福岡の３県。
宮崎・長崎の２県です。
宮城・茨城の２県です。
青森・茨城・栃木・千葉・山梨・島根の６県で
す。
愛媛県です。
群馬・鳥取・熊本・鹿児島の４県です。
奈良・滋賀・岐阜・長野・山梨・埼玉・群馬・栃
木の８県です。
長野県で、７県と隣接。群馬・埼玉・山梨・静
岡・愛知・岐阜・富山
和歌山・沖縄です。
三重・千葉・京都です。（三、千、京…兆の１万倍）

（Ｔ・Ｎ記）

項目

平成２８年度実績

平成２９年度（速報）

会員数（人）

１，０６３

１，０７０

受注件数（件）

１，５５２

１，６３３

契約金額（円）

259,159,648

250,720,996

（平成２８年度・２９年度９月度）

さん

尾道のご出身で、
「高校時
代は大男たちに交じって一緒にラグビーに明け暮れ
ていました。年末年始に開催の全国大会にも出場し
ました。入場行進曲に合わせ、緊張し
て、晴れがましくグラウンドを一周し
たことが青春時代の良き思い出として
残っています。」
ところで、斎藤さんのご趣味は？と
伺うと「庭いじりと野菜、葡萄づくり
かなぁ」とのお答えです。葡萄作りはシルバー会員で
は珍しいので、お話を聞かせて下さい、とお願いしま
した。
「母ちゃんが糖度の高いピオーネ１株買ってきた
のが始まりで、今ではその株が育ち、５年程になりま
す。
」と、なれそめから話してくださいました。
今年も９月上旬に２階ベランダの底部に蔓を延ば
し、５０房程収穫できたそうです。育て方は図書館で
調べたり、有馬高校を見学したり、また、蔓の伸ばし
方と剪定、それに雨に弱い花の保護等について独学
で勉強してこられたそうです。若い時にスポーツで
鍛えた「やるからにはあきらめない」、この気持ちが
生きていると取材を通じて感じることができました。
「笑顔になるのはどんなときでしょうか？」とお
尋ねすると、
「育てている葡萄が思い通りの出来栄え
で収穫できたとき」とのお答え。
「またマツなどの剪
定がうまくできた時も笑みが溢れますね」とおっし
ゃる斎藤さん、糊のきいた清潔なシルバーの制服制
帽がよくお似合いでした。
（Ｔ・Ｎ記）
10 月 11 日からの行事予定
10 月 13 日(金)
18 日(水)
20 日（金）
27 日(金)

入会説明会(13：30～)
仕事の相談日(10：00～)
Ｓｍｉｌｅ（13:30～）
理事会(13：30～)

11 月 10 日(金) 入会説明会(13：30～)
15 日(水) 仕事の相談日(10：00～)
17 日（金） Ｓｍｉｌｅ（13:30～）

新入会員紹介（順不同・敬称略）

ティーブレイク

今回は２８名の方が会員登録されました。

この秋皆さんは、一度は紅葉を見に行かれるのではな
いでしょうか？京都などに行けば、たくさんのお寺が

個人情報の為、お名前は伏せています。

あり紅葉の名所もたくさんありますが、遠いですし、
混みあっていて大変ですよね！

そこで三田の近くで紅葉のキレイなところを探してみ
ました。11 月初旬頃から色づくところが 多いです
が、
六甲高山植物園などは 10 月中旬ごろから色づき始める
そうです。
（下の写真の時期は色づき始める頃）

六甲高山植物園 10/中旬～

伝言板
三田市光明寺 11/初旬～

夏 目 漱 石
三田市花山院 11/初旬～
今年は、漱石の生誕１５０年、夏目金之助が漱石というペ
ンネームを何故選んだのか、前々から気になっていました
三田市小野公園 11/初旬～

ので、調べてみました。
晋書（中国晋王朝２４史のひとつ）から出典した“漱石枕

篠山城大書院 11/初旬～

流”（そうせきちんりゅう）「石に枕し、流れに漱（口すす）が
ん」謙虚な暮らし、さまざまな事に耐え乍ら、物事を学ぶ
姿勢ですが、西晋の孫楚（そんそ）が「石に漱ぎ、流れに枕
す」と間違えていった。それを注意されたが、自分の過ち

篠山市大国寺 11/初旬～

を認めなかった。この故事から、自分の失敗を認めず、理
屈ばかりを並べて、言い逃れをする変わり者、負け惜しみ
の強い高慢な態度を意味します。夏目金之助は己の高慢
な性格に対してのいましめの意味を込め

、漱石の名を

ペンネームにしました。正岡子規との交友関係も有名です
播州清水寺 11/初旬～

神戸市須磨離宮 11/中旬～

この他、三田の三田谷公園・神戸市立森林植物園等・・
三田周辺では 11 月上旬頃から色づき始めますが、健康の
ためにもお出かけされてはいかがですか？ （Ａ・Ｏ記）

が、子規もペンネームの一角に漱石の名をいれていまし
た。結核により、喀血をし、「鳴いて血を吐くホトトギス」よ
り、常規から子規（ホトトギス）にしたようです。 漱石も最
期は胃潰瘍からの喀血で、亡くなりますが、今も多くの
人々に読み継がれ、読み返されていますね、秋の夜長、本
棚に一冊は漱石の本がありませんか？手に取ってみては

次回の配分金の支払いは１１月１０日（金）です

いかがでしょうか。

（Ｍ・Ｙ記）

