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第３四半期

事業実績やや減少

会員数は過去最高

事業実績は、市発注による管理業務等が減少したものの、民間企業の実績が伸び 3 億 8,569 万円（対前年
度 274 万円減）と‐0.7％に留まっています。
内訳としては、市営駐車場の閉鎖等による影響で、1,294 万円の減少となりましたが、民間企業ではチョコレ
ートの製造補助や、新規の宿直業務等が増加し、1,011 万円の増額となり減少を和らげる結果となりました。
また、注目すべきは 12 月末の会
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これは、秋季・冬季の２回に分けて
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影響が大きいと思われます。
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ャッチコピー、更に「○季入会希望
者」と、期間限定の特別感を出したことへの反応も良かったとこと
などから、いずれも配布直後の説明会は 40 名を超え、会場は満席
状態となりました。
通常は、説明会参加者の内 60%が入会されますが、チラシの効果
で約 70％の 30 名程がそれぞれ入会されています。
今後は、新たな就業機会の確保と、更なるアイディアによる会
員増強が課題になると思われます。

感謝祭の今後の課題について
1 月 29 日にシルバー感謝祭実行委員会により、先の感謝祭に関する反省会が開
催されました。
今回は、天候の影響で屋外の催しを中止にしたことや、臨時駐車場の確保な
ど新たな問題も発生しましたが、それ以前に感謝祭を開催するにあたり、運営
に関する基本的な取り決めを、今まで作っていなかったと言う根本的な問題が
改めて浮上しました。
運営に関する基本的な要綱をはじめ、実行委員会の設置運営に関すること、バザー
や舞台発表、作品展示等の具体的な取り組みなど、その検討は細部にわたる内容になりそうです。
その他、経費面や、会員の参加に関することなどが検討され、次年度の開催は、次回理事会で検討す
ることとなります。

第４回

おしゃべりサロン ～味噌を使った料理教室～

１月１７日（水）に第４回「おしゃべりサロン」として、毎年恒例とな
っている料理教室が開催されました。今回のテーマは、
「新しい味噌の食
べ方」とし、６種類のディップソース、蒸しパン、豆腐に味噌を塗って寝
かせて食べる豆腐味噌を作りました。
基本レシピを元に、主婦の知恵と経験で、味や調
理法をアレンジしていきました。調理中は手も口
も止まることがなく、２時間程、賑やかに行われま
した。試食タイムでは反省点もありながら、口々に
「おいしいね。」
「意外とイケるわね。」と褒め合う
場となりました。
「おしゃべりサロン」は、女性限定ですが会員でなくても参加できます。次回
以降も参加された皆様が仲良くなったり、新しいことを始めるきっかけになる
ような企画を考えていますので、たくさんのご参加お待ちしております。

市民センター関係就業者募集
就業は今年の４月１日からとなります。
詳細な問い合わせは職員上田まで連絡下さい。
管理
有馬富士共生センター
広野市民センター
高平ふるさと交流センター
ふれあいと創造の里
藍市民センター
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（就業時間）
管理＞１７：３０～２２：３０（平日）
１７：００～２２：３０（土・日・祝）
防犯＞２０：００～２２：３０
清掃＞８：００～１６：００

局長のひとり言
当センターは昭和 63 年（1988）に発足し、来年度に 30 周
１月の漢字遊び回答
年を迎えます。
時代の流れと共に、高齢者を取り巻く就業環境も変化し、 ① 念 ② 細 ③張
④ 誌 ⑤ 銘 ⑥要
当初の「生きがい作り」
「健康維持」
「社会参加」と言った就
⑦ 辛 ⑧ 炭
業目的は徐々に薄れ、収入重視の方も多いと感じる昨今で
「十」の使い方が難し
す。三田市でも高齢化が進み、お年寄り同士が、助け合いながら暮らさなけれ
ばならない現状を考えると、改めて「シルバー」の存在を考えさせられます。 かったかな？
シルバー会員として地域のお役に立てることを考えつつ、お仕事をしてみ
るのも如何かと思います。
「何かやってみようかな？」と思われる方は、事務局にご相談を・・・・

折 々 の 花
さ ざ ん か

山茶花
童謡「たき火」や
演歌「さざんかの
宿」にも登場しま
す。原産地は日本
で、温暖な本州以南
に自生しています。
色目は赤、白、ピ
ンクで、それぞれの色に花言葉がありますが、山茶花
全体を総称して、
「困難に打ち勝つ」
「ひたむきさ」が
あげられます。寒さが強まる過酷な環境に負けず、あ
でやかな花を咲かせる姿からきているのでしょう。
花の姿が椿に似ているところから、見分けがつか
ず、混乱してしまうことがあります。簡単な見分け方
をご紹介いたします。

山茶花と椿の見分け方
名前

山茶花

椿

開花時期

１０～２月
●花びらがバラ
バラと散る
●大きく完全に
開く
●縁がギザギザ
●表面の葉柄か
ら主脈にかけ
て褐色の毛が
生えている

１２～４月
●花が丸ごと落ち
て散る
●カップ状で開き
きれない
●縁にギザギザが
ない
●毛がない

花

葉っぱ

【余談】
なぜ「山茶花・さざんか」、というのでしょうか？ 漢字
で書くなら、
「茶山花」が正しいように思えます。これには
諸説がありますが、代表的なものを次に記します。
漢字がもたらされる前から日本には「さざんか」が自生
していました。呼び名をサザンカと言っていたものと思わ
れます。ヤマやカワ、アメなどと同じことです。
中国にはサザンカはありませんが、ツバキは自生してお
り、このツバキのことを別名「山茶サンチャ」といいまし
た。これは葉を飲用に使ったからで、山に咲く茶、または
山に咲く茶の花、ということで、山茶花（サンサカ）と呼
ばれていました。
漢字が日本に伝えられたころ、さざんかの花を椿の花と
見誤って「山茶花」の漢字が当てられ、それが今日に至っ
ていると言われます。

♬ さざんか

さざんか 咲いた道
たき火だ たき火だ 落ち葉焚き
あたろうか あたろうよ
しもやけ お手てが もうかゆい

（Ｔ・Ｎ記）

なかむら

ゆうこ

中村

優子

さん

今回はいつもニコニコ、
お肌ツルツルの中村さんに、
カンガルールームでお話を
伺いました。
入会は平成２８年１月、
入会からずっと子育てカン
ガルーで就業されています。
入会の動機は、カンガル
ールームの窓に貼ってある、アンパンマンの貼り絵
を見て、
「子どもがいる！」と思ったからだとのこと。
入会前も三田でないところで、月２～３回、市のイベ
ントなどで、お子様の見守りをしておられたそうで
す。子ども好きは、カンガルーの就業がない日も。
「ほ
ぼ毎週末、孫２人を預かっています。子どもの一生懸
命で無邪気なところが、たまらなく好きなの」とニコ
ニコ。「楽しい反面、体力的・精神的に疲れるので、
就業がなく孫が来ない日は、ゆっくりのんびり過ご
しています。」と、おっしゃっていました。
就業して感じることは、と聞くと「２年が経ちまし
たが、未だに就業前は緊張します。一緒に働く会員さ
んから学ぶことばかりで、毎回勉強であり、それが楽
しみでもあります」と。最後に笑顔になる時はどんな
ときでしょうかと尋ねると、
「人と話すときですかね。
色んな世代と話をすることが好きです。カンガルー
では、同世代だけじゃなく、子どものお母さん方と話
をすることがあり、刺激を受けます。子どもから教わ
ることもたくさんありますよ」と。最後に中村さんか
ら「子育てカンガルーのメンバーを募集しています。
男性も大活躍中ですよ。育児経験も関係なし。子ども
が好きな方、お待ちしています。
」と力強くおっしゃ
っていました。

（Ｎ・Ｎ記）
2 月 13 日からの行事予定
２月

3月

21 日

(水)

仕事の相談日(10:00～)

16 日

(金)

Ｓｍｉｌｅ(13:30～)

23 日

(金)

理事会(13:30～)

9日

(金)

入会説明会(13:30～)

16 日

(金)

Ｓｍｉｌｅ(13:30～)

20 日

(火)

仕事の相談日(10:00～)
(21 日水曜日は祭日の為)

新入会員紹介（順不同・敬称略）
今回は３３名の方が会員登録されました。

ティーブレイク

平昌冬季オリンピック

いよいよ平昌オリンピックが始まりました！
個人情報の為、お名前は伏せています。

期間は２月９日～２５日（１７日間）です。
韓国と北朝鮮が、開幕式に朝鮮半島を描いた統一旗を掲
げて合同入場することになりました。
また北朝鮮はスケート・アイスホッケー・スキーの３競
技への出場が認められ、特にアイスホッケーでは、五輪
初となる韓国との合同チームで競技することになり、
色々な政治的影響のある大会となっています。
でも４年に一度のオリンピックです！日本の選手も頑張
っているので、モチロン皆さん応援しますよね！
では期待されている選手をご紹介します。

次回の配分金の支払いは３月１2 日（月）です
羽生結弦

宮原知子

坂本花織
項目

高梨沙羅

伊藤有希

高木美帆

平成２８年年度実績

平成２９年度速報

会員数（人）

１，０９２

１，１１６

受注件数

２，５１０

２，５８２

約金額（円）

422,109,158

419,399,613

（平成２８年度・２９年度１月度）

小平奈緒

小野塚彩那

堀島行真

伝言板

もうすぐ春です
立春を迎えたものの、冬の冷たい空気がのこります。
渡部暁斗

平野歩夢

鬼塚雅

この季節に吹く風を東風といいます。東風と言えば菅
原道真ですね、梅を愛するが故の和歌はお馴染みです

その他では、
「ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄの団体」
・ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄの

「東風ふかば

「ﾁｰﾑﾊﾟｼｭｰﾄ女子」がメダルを期待されています。

を忘るな」とうたっています。梅だよりが新聞にのるの

新種目はｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄの男女ﾏｽｽﾀｰﾄ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞの男女ﾋﾞｯｸﾞ

ももうすぐです

匂い起こせよ梅の花 主なしとて

春

ｴｱ・ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰの混合団体・ｶｰﾘﾝｸﾞの混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽです。

「春立ちて まだ九日の 野山かな」 芭蕉

ﾏｽｽﾀｰﾄとﾋﾞｯｸﾞｴｱもメダル圏内と言われています。

春をまちかねる人々の思いは古今東西変わらぬもの、

韓国の平昌との時差はありませんので、みんなで日本を
応援しましょう！

（Ａ・Ｏ記）

春色の洋服を着て、出かけてみませんか。
（Ｍ・Ｙ記）

