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新年のご挨拶 理事長

小西良博

あけましておめでとうございます。会員の皆さんにおかれましては、ご家族おそろいで、健や
かに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、国際的には北朝鮮問題や、未だ続くＩＳ関連によるテロ等により世界が騒然
とし、国内では森友学園や加計学園問題、政治家の不祥事などで政治への不信感が
新聞を賑わし、不穏なニュースが多いなか、赤ちゃんパンダの公開で、かろうじて明る
い話題で締めくくられたように思われます。
さて、本年度の事業実績は、前年度と比較すると公共関係の受注が減る影響で、減
少傾向でありますが、民間企業からの受注の増加等で、昨年度より若干のマイナスに
収まると予測される一方で、会員数は、会員募集チラシや会報紙「Ｎｏｗ」の全戸配布、
「シルバー感謝祭」等の影響で徐々に増加し、１２月１日現在で１,１１８名（男：813 人、女：
305 人）と、過去最高の会員数となりました。また、「ペナルティ制度」の導入と、会員の安全就業に対する意識
向上により、事故件数が減少傾向となるなど、あらゆる面において良い結果が表れ、今後もこの状態を維持
できればと思います。
次年度、設立３０周年を迎え更なる飛躍を願うところですが、市の財政見直しにより、市からの補助金をはじ
め、受注も調整される見込みであり、民間企業への受注拡大や、更なる会員確保など、より厳しい事業展開が
予想されると共に、事業の健全運営も求められるところです。
厳しい状況下ではありますが、会員のみなさんと役職員が一丸となって、節目の年を良い結果で終われる
ことを祈念すると共に、本年も宜しくお願い申しあげます。

第５回

理事会開催

規程等改定案の承認を得る！

第５回理事会が 12 月 22 日に開催され、各部会等より、それぞれの課題に関する取り組みが報告された
のち、要綱や規程、基準と言った３つの改定を協議しました。
中でも「役員候補者選考要綱」は、次年度に理事等の改選を控えていることから、総務財政部会で年度
当初より協議を重ねていたところです。
選考委員会の人数を少数精鋭にしたり、候補者の推薦枠を柔軟なものに変更したり、再任の際の期限を
改めて設定するなど、現状に沿った内容へと変更されました。
その他「個人情報の保護に関する規程」や臨時職員等の離職に関する基準は、法改正に則った内容へと
変更され、全て承認を得ることとなりました。

多彩な地域班の活動
12 月 12 日(月)、第３回地域班連絡会が開催されました。
各地域班の活動状況報告では、特に日帰り旅行で特色を見ることが出来ました。
費用を抑えるためにバイキングにしたり、卸売市場や放送局、醤油工場やみかん狩り
など、新たな見学先で工夫されていることが分かります。自主事業としては、自治会
レベルでの小規模イベントへの参加や、参加者拡充のために、複数地域班への参加
呼びかけなども、新たな試みでした。

三田市と空き家管理の代行を協定
去る 12 月 4 日(月)三田市役所において、森市長と小西理事長により空き家対
策に関する協定が締結され、今後はシルバーで、市の空き家対策の一役を担う
こととなりました。
市内に増加傾向にある空き家について、市外在住で十分な管理が行えない所
有者等に代わって、定期的な点検や郵便ポストの管理などを行うもので、状況に
よっては植木剪定や除草作業、小規模修繕等の追加受注も見込んでいます。
既に、新聞記事を見た会員から就業希望の連絡があるなど、今後は、男女を
問わず就業機会が増加することと、今後の受注状況にも期待されるところで
す。

小野地域班主催の交通安全講習会（小野・三輪・高平・広野・フラワーが参加）
有馬富士共生センターで１２月５日に三田警察交通課から
来ていただき、小野地域班の呼びかけで、５班２５名が参加
しました。三田市内で最近あった事故事例から、日常生活す
る上で、注意すべきことを教わりました。
・家からの飛び出しは危険。
・交差点等の出会い頭は注意して運転のこと。
・夜間の歩行は「黒色」は避けて目立つ色の服装が安全。
・夜間の運転は極力控えること。
・高齢者の免許更新は「はがき」が届けば即予約のこと。
ちょっとした油断が大変なことになりますので、日頃から運転や歩行は注意しましょう。

三輪地域班

地域奉仕活動

１２月１日の朝は風があり、肌寒かったですが、昨年より多く１８
名が三輪会館前に集まりました。準備したシルバーベストは少し
不足しましたが、三輪神社通り、三輪小学校通り、国道沿いに分
かれて、三田駅前の「ぺディストリアンデッキ」まで、安全に注意し
ながら、清掃活動を行いました。集めた「ごみ」仕分けして、班長
に処分をお願いしました。班員の皆さんお疲れ様でした。

新春特別企画 ちょっと頭の体操してみませんか！
１０年前まで毎月出題していた名物コーナーが、まさかの復活！！
あなたは、何分で解けるでしょうか？
右の図にある１６文字を、２文字づつ組み合わせて全部で８個の漢字を完成
させてください。
因みに、完成した８文字に、意味や共通点は全く有りません。
（回答は２月号をご覧下さい）

漢 字 ア・ラ・カルト
難漢字の覚え方
読めるけど、書けない、そんな漢字の覚え方の例を
いくつかご紹介いたします。
コツは漢字を分解して、自分の覚えやすいように、
その要素をストーリー化します。

うつ

鬱

リンカーンはアメリカンコーヒ
ーを３杯飲んで、鬱になったと
覚えましょう。

● まず、林と書いて、木と木の間に缶を書きます。
その下にカタカナのワを書きます。林の間に缶があ
って、ワがあるから「リンカーンは」となります。
● 米という字を斜めに書いて、その周りを凵で囲
みます。コをひっくり返したように見えます。その下
にカタカナのヒを書きます。米は米国でアメリカン、
コ、ヒとあるので、「アメリカンコーヒー」です。
●そして、彡を横に書きます。３杯と読みます。こ
れで完成です。
（注・部首）凵…かんにょう、彡…サンヅクリ

ば

ら

薔薇

サドの人々、回転す
しはサビが一番

● まず、カタカナでサと書き、漢字で土と書き
ます。これでサド
● 土の横棒の下に、人を２つ書きます。
一番下に、回転すしの回を書きます。これで薔の完成
です。
● カタカナでサを書き、漢字で微笑の微を書く。
サビが一番です。これで薔薇が完成しました。

ねずみ

鼠

● 最初にウッス＝臼と書きます。
● つぎにレレレのおじさん
＝臼の下にレレレ
● 最後に４点＝レレレの
間に点４つ入れます。これで鼠が完成！

よこやま

ひろし

横山

浩

今回は社交ダンスを始
めて２５年のキャリアを
お持ちの横山さんにお話
を伺いました。
入会は平成２１年１０
月、現在、新三田駅前駐輪
場に就業中です。
社交ダンスを始められ
たきっかけをお尋ねする
と、たまたま定年後の趣味を探していたら、男性が足
らん、と誘われ、最初は恥ずかしいからと断ったので
すが、音感、リズム感が良く、姿勢が綺麗だと褒めら
れ、ハマってしまったそうです。
燕尾服から専用の靴まで一式そろえ、神戸のホテ
ル、県フェスティバルに出場、いくつもの大会で優勝
トロフィーを獲得できるよう
になりました。三田市民センタ
ー祭にも団体出場されている
そうです。
ダンスにはワルツ、タンゴ、
ルンバ、サンバ、チャチャチャ、
等いろいろありますが、一番お
好きなジャンルは何でしょう
か？お聞きすると、「優雅なワ
ルツですねぇ。」とのお答え。
そして、「ダンスは最近始め
た太極拳同様、頭、身体を使うため健康寿命を延ばす
には最適のスポーツだと思っております。
」とのこと。
笑顔になるときは？とお聞きすると、
「社交ダンス
は男性リードの世界、うまくリードし、踊れたとき、
パートナーと一緒に笑顔になります。
」とのお話です。
その他、ご趣味は国内・海外への旅行、太極拳（昨
年１１月には三田市総合体育大会で４０チームの中、
２種目で優勝されました。）、そして野菜作りだそう
です。
（Ｔ・Ｎ記）
1 月 16 日からの行事予定
1月

17 日

(水)

あいさつ

挨拶
●
●

（Ｔ・Ｎ記）

仕事の相談日(10:00～)
おしゃべりサロン(13:30～)

挨拶（難しくはないのですが、間
違いやすい熟語です。）

テ偏に、ム、矢で挨（あい）
テ偏に、くくく（笑い）、夕で挨拶、と覚えます。

さん

2月

19 日

(金)

Ｓｍｉｌｅ(13:30～)

23 日

(火)

福利厚生部会(9:30～)

7日

(水)

業務部会(9:30～)

8日

(木)

総務財政部会(9:30～)

9日

(金)

入会説明会(13:30～)

新入会員紹介（順不同・敬称略）

ティーブレイク

今回は３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。

最近高齢者ドライバーの事故が増えています。
国は、2017 年から「安全運転サポート車の普及啓発」
に取り組んでいます。
「アクセルとブレーキの踏み間違

次回の配分金の支払いは２月１３日（火）です

い防止」や「車線の逸脱防止」などといった安全装置
を搭載した車の普及を官民で目指しています。

項目

平成２８年年度実績

平成２９年度速報

では、一部搭載されている車もありますが、近未来の

会員数（人）

１，０８５

１，１１５

車はどのようになるのでしょうか。

受注件数

２，１６４

２，４９９

388,438,231

385,718,279

契約金額（円）
「ヒューマンセーフティ」

（平成２８年度・２９年度１２月度）

前方の歩行者や、車と同じ方向に走っている自転車を
検知する機能。衝突の危険性を検出すると必要に応じ
てアラームが作動し、反応がなければ自動的にフルブ
レーキが作動し、衝突を回避、または軽減する。

伝言板

「パーキングアシスト」

車庫入れ・並列駐車・縦列駐車を支援する。駐車した
いスペースを設定すれば、ハンドル操作を自動で行っ

戌年

てくれる。
今年は戌年です。
「オートマチック・ハイビーム」

十二分の一の確率で会員の皆様

の中に戌年の方がおいでですね。それではと、戌年の方

夜間の走行時、対向車の存在を認識し、ハイビーム／
ロービームを自動で切り替える機能。対向車にまぶし
い思いをさせず常に明るく広い視野の確保。

の性格を調べてみました。当たるも八卦、当たらぬも八
卦年の初めのお遊びとお笑い頂いて。
長所 とても愛情深く、表面的にはシャイなタイプな
ため派手な事や、社交的な事は好みません。
自然と弱者を助けるため、信頼を集め

「自動運転」

リーダー的な存在にも適しています。真面目で

ドライバーがアクセルやブレーキの操作をしなくて

とても誠実な性格で忍耐力があり、努力家タイ

も、設定した速度内で車間距離を自動で調整・維持

プです。とても義理人情に厚く、恩を受けた相

し、長距離走行時などのドライバーの負担の軽減。

手を忘れることはありません。
とても素晴らしい機能なので、買い替えの時は、是非

短所 恨みを受けた人の事は決して忘れません。頑固

ご検討されたらいかがでしょうか？

で融通が利かない部分があります。
如何でしたでしょうか、身近に戌年のおられる方もお

ところでシルバー人材センターには、

いででしょうが、私の身内には今の所いません。人間表

６０歳以上の方が入会されていますが、７０歳を過ぎ

裏一体と申しますから、何が良いやら悪いやら、今年もと

ての免許更新には注意が必要です。更新センターに行

りとめのないお話でお目を汚すことになりそうです。ど

く前の教習所での受講ハガキが届いたら、すぐ電話し

うかこれに懲りずに、ご愛読の程よろしくおねがいいた

て予約をして下さい。予約が３ケ月～５ケ月先になる

します。

ケースがありますので。

（Ｏ･Ａ記）

（Ｍ・Ｙ）

