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第４回理事会開催 （各部会・委員会報告と検討事項）
10 月 27 日（金）午後より、第 4 回の理事会が開催されました。
今回は、報告事項が多く、各部会等での真剣な協議が伺えたとともに、理事会でも課題を共有すること
となりました。
先ず会員数では、先月から 28 名入会、2 名退会で 1,096 名となり、昨年同期よ
り 30 名の増加となっています。
総務財政部会では、次期役員改選に伴い、現状に沿った内容とするため、役員
候補者選考に関する見直しをし、従来よりもコンパクトな内容にまとめる予定で
す。
次に、業務部会では、未就業会員の状況把握のためのアンケート調査や、就業
会員が集まりにくい職種に特定した会員募集、普及啓発活動等についての検討を
行い、業務拡大を目指しています。
また、福利厚生部会からは、
「秋季日帰り旅行」について、コースの検討や、バス代の値上げ等によっ
て会員負担が増額したことなど報告されました。
安全・適正就業推進委員会からは、直近の事故報告や今後の対策、燃料の保管方法に関する検討を行っ
ているとのことです。
最後に、「シルバー感謝祭」の準備に関する進捗状況と、次年度の補助金に関する現状等を事務局より
報告があり、協議事項としては、設立以来変更されていなかった、事務規程の一部を、現状に沿った内容
に見直す提案がされ、可決されました。今後は、より適切な事務処理がされることとなるでしょう。
今回の報告された内容は、いずれも慎重な検討が必要な事案が多く、次回の理事会に向けて、更なる検
討が進められるようです。

兵シ協事業推進大会にて会員表彰
去る１０月１９日（木）ハーバーランドの一角にある「松方ホール」にて、
「兵シ協」
主催の事業推進大会が開催され、式典では当センターの会員も表彰されました。
今回は、１５年以上の在籍で、事業の発展への顕著な功績や、他の模範として推奨に
値する多大な功績があった４名の会員が対象となりました。
前川 清宏さんは、週１～2 回、複数のトイレ清掃を、長年コツコツと続けられたこ
とが評価されました。次に田浦 二千郎さんは、公共施設の管理から広報紙配布など、
地域に貢献した活躍をされています。小関 吉子さんは、駐輪場管理業務、公園清掃、
介護施設での補助作業、マンション清掃など多彩な分野での活躍となっています。最後
に山田 英子さんは、自動車教習所での清掃で定評を得て今日に至っています。
どなたも、地道に大きな事故やトラブルなく、お仕事をされていることが表彰に繋が
ったと思います。おめでとうございました。（写真は、小関 吉子さん）

三輪班

大阪中央卸売市場とＮＨＫ大阪放送局ＢＫスタジオ見学

１０月５日（木）の早朝は肌寒かったですが、参加者２５名全員が
定刻までにＪＲ三田駅前付近に集合し、バスで大阪方面に出発しま
した。卸売市場に着くと、暫くして、ガイドの方が来られ、広い場内
を案内頂きました。
青果物の「せり」を見学した際に、我々でも場内で買い物ができ
ると説明があり、買い物ツアーの出発です。
１個でも買えて、安いので、一人が買うと、連鎖的に３～４人が買
う。こんなことを繰り返しながら、広い場内を１時間程、回りました。
昼食は新阪急ホテルのバイキングです。和・洋・中全てが揃
っています。セルフサービスの為、食べたい物は、自分で運ぶ
ことになり、これが面倒ですが、
「この肉硬いな」
「これ旨いな」
「それ何処にある」と話ししながら、結
構な量を美味しく頂きました。
ＮＨＫ大阪放送局ＢＫスタジオでは、無理矢理選ばれた班員がニュースやお天気キャスターになって
本物と同じように放映され、その様はなかなかのものでした。現在放送中の「わろてんか」のスタジオ
セットも見学できて、テレビの見方も少し変わるかもしれませんね？
みなさんはお疲れの様子も無く、予定通りＪＲ三田駅前付近に無事到着し解散しました。

ｳｯﾃﾞｨＡ・Ｂ班合同で世界遺産高野山へ
９月２５日（月）ウッディＡ・Ｂ班合同の今年度の日帰り旅行
として世界文化遺産高野山へ行きました。
参加者は３３名、朝７時３０分ウッディタウンを出発、当日は
朝からお天気にも恵まれ快適なドライブ、高速道路を経て柿の葉
寿司のお店でお買い物をし、弘法大師がお住まいになる奥ノ院御
廟（小さい橋を渡りますが、それ以後はカメラ撮影も禁止、お食
事も毎日差し上げています）へ参拝、そのあと宿坊にて二の膳つ
きの精進料理をだして頂き、女性陣から「この酢味噌あえの味付
け、最高！やはり高野山名物ゴマ豆腐がでましたね。」
「これなに？」
「よもぎ生麩よ、あんがはいってい
て甘くておいしいわ！」とワイワイ、パクパクとにぎやかに食事、その後、壇上伽藍（金剛峰寺、金堂
等）を拝観しました。やはり旅行のたのしみは、景色と食事ですね。旅行の後半は道の駅でのお土産の
買いもの、家路へ向かい、午後７時頃ウッディタウンに全員無事到着しました。厳かなる中にも楽しい
１日でした。

高平班

高平ふるさとまつりに出店！

１０月に入りますと高平では、豊穣を祝い感謝する宮祭りが各
地区・神社で開催されます。そのフィナーレともいえる「高平
ふるさとまつり」が、今年で２３回目を迎え、１０月２１日（土）
２２日（日）の予定でしたが、台風２１号の影響で２１日（土）
の１日開催となりました。高平班では、石焼いもを販売。雨天
の中、テントの窯でいもを焼き、焼きあがったホカホカいもを
屋内に設置してある保温器でお客様に提供しました。また、セ
ンターの独自事業より竹炭班も出店しました。今回はいつもと
違って屋内販売となり、販売をしながら多くの子供たちの出し
物を見ることが出来、我々も楽しむことができました。
雨で肌寒い中でしたが、多数のシルバー会員と、地元の方に参加頂きました。温かい焼き芋は少しで
も、身体を温め、お腹を満たしてくれたものと思います。
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日本の歴史を読んでいると、
「乱」「変」「役」「合戦・戦」
等々のことばをよく目にしま
す。どう違うのでしょうか？

けいすけ

山田 計助

さん

今回は尺八同好会「竹
の響（ね）サークル」の練
習会場にお邪魔し、代表

乱

変

役

陣

戦争などによって、世の中が大きく乱れ
ることをいいます。（例・倭国大乱、応
仁の乱）時代を経て、時の政権に対して
起こす反乱を指すようになりました。
（例･壬申の乱、平将門の乱、承久の乱）
乱と呼ばれるには至らない、
突発的な事件、異常な出来事、
社会的な事件などをいいます。
（例・長屋王の変、本能寺の変、
桜田門外の変）また、政変・
反乱の場合にも使われます。
（例・薬子の変、元弘の変）

の山田さんにお話を伺い
ました。
入会は平成２４年７月
です。お菓子の製造補助
作業に就業されています。
もともと民謡の好きな家庭で育ちましたので、尺
八や三味線は小さいころから馴染んでいました。就
職した際には寮に尺八クラブがあり、自然と入会し
ました。幼いころから今まで、学ぶ場所が変わって
も、偶然にも「都山流」一筋で続けてきたことが、
何か不思議な気もします。

もともと対外出兵に対して用いられま
した。（例・白村江の役、文禄・慶長
の役）が、明治以降国内における遠征
も役と呼ばれるようになりました。
（例・西南の役）
ある権力者の命令によってその傘下の
勢力が義務的に参集した戦役です。
（例・大阪冬の陣・夏の陣）

合戦・戦い

局地的な戦闘行為をあらわ
します。（例・川中島合戦、
関ヶ原の合戦、小牧長久手
の戦い、長篠の戦い）

戦争とは国家が兵器を使っ
戦争と事変 て行う戦闘行為です。明治
後期以降には国際法で決め
られたルールにのっとった（例・宣戦布告を
行う）戦闘行為が「戦争」と呼ばれ（日清・
日露戦争）、宣戦布告をおこなわずに起こった
戦闘行為、または小規模や短期間での戦闘を
「事変」と呼びます。
（例・満洲事変、義和団事変）
（Ｔ・Ｎ記）

スポーツも大好きで、今でもシルバーの方とスキ
ー旅行をして、楽しんでいます。
（スキー検定１級）
笑顔になるときですか？そうですね、サークル活
動や職場で新しい人に出会い、お話をさせていただ
くと、必ず心に響く話題があります。そんな中から
信頼が生まれ、何でも話せる仲間ができます。
そんな気の合う仲間と、就業や趣味それに現役時
代の事等々で、話をすると、感心することや、おも
しろい話がいっぱい出てきて、自然と笑顔になりま
す。 取材中も元気いっぱいで、笑顔が絶えない方
でした。
11 月 11 日からの行事予定
11 月 15 日(水)仕事の相談日(10:00～)
17 日(金)Ｓmile(13:30～)
23 日(木)感謝祭(10:00～)
12 月 5 日(火)総務財政部会(13:30～)
6 日(水)業務部会(9:30～)
8 日(金)入会説明会(13:30～)

タイヤ交換は当面の間中止とします。
ご迷惑掛けますが、宜しく願います。

12 月 4・5 日は日帰り旅行（丹後のカニ会席）

新入会員紹介（順不同・敬称略）

ティー ブレイ

今回は１３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。

一雨ごとに寒くなってきました。暖かいお鍋が恋しく
なってきました。皆さんはどんなお鍋がお好きです
か？野菜・肉・魚介類など、たくさんの食材を入れる

と栄養バランスも良くなります。また鍋の最後を締め

次回の配分金の支払いは１２月１１日（月）です

る「ご飯」や「麺類」も美味しいですね！
最近、スーパー・通販などで色々な種類の鍋スープが
販売されています。いくつかご紹介しましょう。

項目

平成２８年年度実績

平成２９年度速報

会員数（人）

１，０６５

１，０９５

受注件数

１，８９４

１，９１５

306,061,300

298,703,878

契約金額（円）

（平成２８年度・２９年度１０月度）
味の素 鍋キューブ１８個入りアソート

ｷｭｰﾋﾟｰ ﾜﾝﾎﾟｯﾄﾊﾟｽﾀ なめらかｸﾘｰﾑ味・ｺｸのﾄﾏﾄ味
〃
ヤマキ

伝言板

だし醤油味

近辺雑記

軍鶏系地鶏だし塩鍋つゆ

CoCo 壱番屋監修 カレー鍋スープ
ﾐﾂｶﾝ 地鶏味噌ちゃんこ鍋・ごま豆乳鍋・鶏白湯

今年もはや立冬が過ぎ、暖房器具を使い始める季節
になりました。皆さんはどの様な器具をお使いですか？

鍋・濃旨ｷﾑﾁ鍋・〆まで美味しい焼きあごだし

単品とはいかず、頭の上からはエアコン、足元は炬燵、背

鍋

中はストーブ・ヒーター、複数お使いの事でしょうね。何
が良いかと聞かれても、答えは「これ！」とは言い難い、
昔私どもの子供の頃は火鉢と炬燵、火鉢で手をあぶり、
足元を炬燵であたためたものです。

また通販で買える「ちゃんこなべの素」もあります

飼い猫のミーが火鉢のへりにすわり、しっぽをパタパ
タ、アレ！焦げ臭い！先を焼いていました。彼女もあわ
てて飛び降り、しっぽの先をなめていましたっけ。
落ち葉をかき集め、焼き芋をしてご近所の子供たちに
も食べさせ、奥さんたちとも 井戸端会議。
この季節になりますと、家族の思い出と共に懐かしく
おもいます。いつからかダイオキシン問題で、たき火もで

如何ですか、この中で食べてみたいと思われるものは
ありましたでしょうか？
また「おでん」
「すき焼き」
「しゃぶしゃぶ」なども食
べたくなりますね。
寒い冬、体調を崩さないようバランスよく食べて乗り
切りたいものです！ （Ａ・Ｏ記）

きなくなりました。健康を優先するのか、風情を重んじる
のか、火の取り扱いに注意するのか、なかなかむつかし
いですね。
これからあわただしくなります、風邪などひかれませ
んようご自愛ください。

（Ｍ・Ｙ記）

