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平成２９年度事業実績と３０年度の事業計画概要         

 

■平成 29年度事業実績概要 

 前年度の事業実績が 4億 9,800万円となった事で、平成 29年度の事業実績を 5億 200 万円に設定して

いましたが、公共事業に関する施設管理や広報紙配布の落ち込みにより 1,140 万円の減額となり、予定の

実績額に至るには厳しい状況でした。 

しかし、衆議院選挙による広報紙配布や選挙関連事業が増えたことや、秋には家庭からの依頼で、台風

の影響による修繕作業、植木の補強作業などが増加し実績向上となりました。 

また、民間企業においては、昨年度は数ヶ月間の期間限定作業であった、チョコレート工場の製造補助

作業が、ほぼ 1年間を通じて作業があった事が大きな影響を及ぼしています。昨年度は、約 230万円であ

った額が、29 年度は約 1,040 万円と前年度対比４.５倍となり、810 万円の増額となりました。 

その他にも、新たに学校施設の宿直業務が増えたこと等で 210 万円の増額となり、先の製造補助作業と

合わせて、公共事業減額分の補填に繋がりました。 

更に、独自事業に関しては、「子育てカンガルー」が近隣に新たな育児施設が 2 ヶ所開設された影響な

どから、昨年度の実績を下回りますが、それ以外の「竹炭」「野菜」「着付け教室」などは、売り上げが伸

びて 25 万円ほどの増額となります。 

よって民間企業や一般家庭の実績が伸びたことにより、年度当初の目標額を達成する結果となりました。 

あと会員数も、会員募集チラシの効果もあり、秋以降の入会が急増し、年度末に若干の退会者が予想さ

れるものの、1,100 人は維持できる見込みです。 

 

■平成 30 年度事業計画概要 

 設立 30 周年を迎えることで、記念ロゴを公用車や封筒、名刺などへ表記し、普及啓発に努めると共に、

既存の事業に 30周年事業を組み合わせるなど、経費を抑えた事業展開を実施します。 

 また、昨年度から取り組んでいる安全就業の推進と、「安全適正就業ガイドライン」に沿った事業を、

継続して安全・適正就業の推進に努めます。 

 その他、従来の事業に関しても創意工夫し、独自事業の向上、女性会員の増強、市等との連携などによ

り、事業発展に努めると共に、次期中期計画の策定にも臨みます。 
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局長の独り言・・・・・   設立３０周年の思い 

 

当センターが設立されたのは昭和 63年 10月で、私がシルバー人材センターに採用されたのが、その

1 年半後の平成 2年 4月なので、本年度で勤続 29 年目を迎えることとなりました。 

当初は、社協が入る建物の一室に間借りして、机 6脚と電話が３台ほど、まだパソコンはおろかワー

プロもＦＡＸも無い、小ぢんまりした事務所で、スタートしました。 

発足当時は事業実績も年間 3,000 万円程度、1 ヶ月では 200 万円弱。それが今では、1 ヶ月が 4,000

万円なのですから、その発展ぶりは凄いことだと思います。 

当初は、会員も職員も誰もが試行錯誤の状態で、職員も現場に出て一緒に作業したり、会員からのア

イディアで地域班や独自事業を立ち上げたり、時には意見がぶつかり合って喧嘩になったりと、10年間

ぐらいは、良くも悪くも闇雲に突き進んだ時代です。 

しめ縄づくりが全盛だった時には、日付が変わる頃まで作業に追われたり、皇太子殿下を迎えた育樹

祭では、1,300 鉢のプランターを個々のご家庭から運搬し、沿道に並べたり、ポスターを貼る箇所を間

違えて夜中に貼り替えに奔走したり、旅行先で会員さんが意識不明になったり、事業仕分で補助金が削

減されたり・・・・いろんなことがありましたが、今振り返れば、極端に事業が落ち込んだり、死亡な

ど重篤事故もなく、ここまで来れたのが幸いだったとしみじみ感じます。 

 

事務局職員の異動 

 

今回の年度替わりに、事務局に異動がありましたのでお知らせします。（敬称略） 

退職されます職員さんは、長年ご尽力いただきありがとうございました。 

【退職】大西 定栄、池永 徹、小川 直義 

※大西さんにつきまして、引継ぎの都合上 4月末まで在籍されます。 

 

【就任】山本 義人 

前任の小川さんに代わって、民間企業の継続就業を担当されます。 

これから、よろしくお願いします。 

                                      (山本 義人氏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月発行している「シルバー・エコー」

の、編集スタッフを下記の要項にて募集し

ます。 

編集経験のある方、文章作成等がお好きな

方・・・興味のある方は事務局までご連絡

ください。（担当：長田・大野） 

〇パソコンのワードによる文章作成や編集

作業ができる人 

○場合によって、取材活動ができる方。 

○男女、年齢不問。（１～２名） 

○月に３回の編集会議を行います。 

 

本年度の定時総会を下記の内容のとおり開催

します。 

多数のご参加をお待ちしています。 

記 

◆日時：平成３０年５月３１日（木） 

     午後２時３０分～ 

◆場所：ウッディタウン市民センター 

◆出欠：５月号「シルバー・エコー」と同 

封の出欠の葉書（委任状）を返送くだ

さい。 

◆その他：総会後、関西学院大学 落語 

研究会による落語講演を予定 

しています。 

5月号に議案書などを同封してお渡しします。 

素人集団で楽しくやってます。 



 

 

  

 
春の野草 

➀ キュウリグサ（胡瓜草） 

ムラサキ科キュウリ

グサ属の１年草です。 

 ムギの伝来（約２

千年前）にともなっ

て帰化した古代植物

のひとつです。 

北海道から沖縄ま

で分布しています。

海外ではアジアの温帯地方に繁殖しています。 

 葉を揉むとキュウリのような匂いがするところか

らこの名前がつきました。花期は３月から５月で、花

の大きさは２～３㍉と小さいのですが、清楚な青色

で、中心部は薄い黄色をしており、とても上品な色目

です。ワスレナグサも同じムラサキ科なのでよく似

た花を咲かせます。 

 花言葉は、「愛しい人への真実の愛」「小さくても夢

は大きい」です。 

 

② カタバミ （片喰） 

 カタバミ

科カタバミ

属の多年草。  

日 本 古 来

より生育し、

全土に分布

しています。

花期は５～

７月です。 

鮮やかな黄色の五弁花をつけます。ハート型の葉

っぱが同じところに３枚ついています。夜になると

中央で折るように閉じて就眠運動をします。炎天下、

また雨や曇りの日にも葉を閉じます。 

葉っぱを集めて１０円玉を磨くとピッカピカにな

ります。これは葉に含まれるシュウ酸の働きです。 

花言葉では「喜び」「輝く心」が知られています。 

平安時代から車紋に使用されてきました。その後、武

家の間で、繁殖力が強いところから家運隆盛、子孫繁

栄の縁起担ぎをして多くのデザインが考案・開発さ

れました。わが国五大紋（片喰・木瓜・鷹の羽・藤・

桐）の一つです。 

 

カタバミ紋のいろいろ（葉っぱを抽象化しています。） 

 

 

（Ｔ・Ｎ記） 
 

 
 
 

 

 福岡
ふくおか

 雅代
ま さ よ

 さん  
今回はシルバー

事務所で週１～２

回、清掃作業に就

業されている福岡

さんにお話を伺い

ました。 

入会は平成１５

年５月です。 

インタビューを

させていただいている間、ずっと穏やかな笑みを浮

かべて話されていました。相手をほっこりと癒され

た気持ちにさせる名人です。 

福岡さんは、「いつも身体を動かしているときが大

好きです」とのこと。「特に高齢者は、社会参加をし、

健康で、三度三度の食事に気を使い栄養を考えて暮

らすことが大切ですね」とおっしゃいます。 

ご自身もお料理が得意で、「主人が育てた野菜を使

っていろいろな献立を考えます」とのこと。どんなお

料理がお得意ですかとお尋ねすると、「そうですね、

孫たちが喜ぶのは具沢山の茶碗蒸とか餃子です。」と

のお答え。 

万博の年（昭和４５年）に三田に来られて以来、ご

主人の仕事をお手伝いされていましたが、今はご主

人のお仕事は息子さんが継いでおられます。子供さ

ん達も独立して、皆、近くに住んでいます。「たまに

は孫のお世話も楽しいものです」とのこと。 

ご趣味は以前は旅行でしたが、「最近は家で花を育

てたり、気の合った友人たちと女子会で食事をする

のも楽しみです」とおっしゃいます。 

笑顔になるときはどんな時でしょうか？とお聞き

すると、「健康で働けたり、普通のことが普通にでき

たり、挨拶などを通じて人とのお付き合いが広がっ

たりすることが楽しいですね。」とのことでした。 

（Ｔ・Ｎ記） 
 

４月 11日からの行事予定 

４月 13 日 (金) 入会説明会(13:30～) 

 

 

18 日 

  

(水) 

 

仕事の相談日(10:00～) 

 

５月 1 日 (火) 理事会(13:30～) 

 11 日 (金) 入会説明会(13:30～) 

 16 日 (水) 仕事の相談日(10:00～) 

 

折 々 の 花 

 

高平班の班会は４／２４（火）１０：００に変更 

他班の方も地域班の班会案内で確認下さい 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1520571320/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hha2tvLWRhaW9kby5jb20va2Ftb24tYy9jYXRlMi9rYXRhYmFtaS9pbWFnZS9tYXJ1bmlrYXRhYmFtaS5naWY-/RS=^ADBNwd7.H3C6UUmAxqpAQKKLK3qfqE-;_ylt=A2Rivc04wqBamyAAJQ2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1520571320/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zY29udGVudC1zZWExLTEuY2RuaW5zdGFncmFtLmNvbS90NTEuMjg4NS0xNS9lMzUvMjExNDc4MjRfMTU1MDU3MzMwMTYzMDgxNF83MjQ5MzA3MzY1Njk3MTI2NDAwX24uanBnP2lnX2NhY2hlX2tleT1NVFU1TWpFNU5qYzJNVFl3TlRReE9UQTROQSUzRCUzRC4y/RS=^ADBTowzWVBKE5_6MrevNUNEG05A7CY-;_ylt=A2Rivc04wqBamyAAKQ2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1520571320/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2Ftb24xOC5jb20vY2FydC9pbWFnZS8xNjExLmpwZw--/RS=^ADB6wkBrz5UwvYjKFrMAtwWBaxOCjs-;_ylt=A2Rivc04wqBamyAALQ2U3uV7


  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

  項目 平成２８年度実績  平成２９年度速報 

会員数（人） １，０４８ １，１５３ 

受注件数 ２，７２２ ２，８２５ 

約金額（円） 498,358,852 502,092,029 

（平成２８年度・２９年度３月度） 

 

 

 

 

 

個人情報の為、お名前は伏せています。 

 

 

 

 

 

今回は 19名の方が会員登録されました。 

次回の配分金の支払いは５月１５日（火）です 

       

  伝言板 

         《春や春です》 

一月いぬ、二月は逃げる、三月去るとは古くからよく言わ

れますが、もう四月になりました。 

今年の冬は事の他寒く、ラニーニﾔ現象で北の寒気渦が、

偏西風の蛇行を大きくしたとか、春がまちどおしくてなりま

せんでしたね。梅が咲き終わり、桜も例年よりも早く咲き始

め、だんだんと桜前線が北上しつつあります。 

私も春風に誘われて、出かけてみました。花やの店先を

覗きますと「ちよっと見て見て」とお花たちが呼びます。 

百花撩乱、どれもこれも美しいし、かわいい、だれです～

「私の方が」そうです、いつまでも美しく、可愛くなければ

いけませんね。さあ～貴方も少し足をのばしてご覧になっ

ては、きっとお花達も待っていますよ。 （Ｍ・Ｙ記） 

 

 

 

  

                   

                

 

       

 

ティーブレイク 

引越しの今昔 

春になると引越しシーズンです。皆さんも若いころの引

越しを思い出してみて下さい。頼んだり頼まれたりされ

ませんでしたか？しんどいのはわかっているのですが、

頼まれれば手伝いましたね！余程無理なものは運送業者

に頼んでいたようですが・・ 

汗だくになり、くたくたになる 

まで頑張りました。 

一段落すると簡単なお料理とお酒を頂きながら、わいわ

いがやがやと楽しく過ごし、極力短時間で切り上げまし 

たね！新しい生活の始まりや、幸せ 

になってほしいと思いながら帰宅 

したのを懐かしく思いだされます。 

さて最近は引越し業者に頼む方が多いようです。テレビ

などでは「引越し難民」が話題になっています。春のシ

ーズンになると、業者の「人手不足と値上げ」が影響し

ているようです。つい最近､私の身内が「新大阪→前橋

市」で 3/28の引越しで見積もると「74万円」でビック

リ！その後ネットで調べた結果４月中旬で 20万円未満に

なりました。身内や親せきで相談があれば役に立ちます

ので、見積もり依頼出来るサイトをご紹介しましょう。 

 
それは「引越しネット一括見積り」です。 

検索すると「引越し価格ガイド」「ズバッと引越し比

較」「引越し侍」などが出てきます。それぞれ引越し提

携業者が２００社以上登録しており、その中から最大

１０社まで見積もりを取得できます。見積もりは無料

で、見積もりを比較して一番お得な業者を探せるサイ

トです。その手順です。  

①ネット見積りを依頼 

 ②依頼する業者を選択し見積もり依頼完了 

   ③見積もり完了後、メールが届く 

   ④電話が来る ⑤業者が訪問して見積もり査定  

⑥引越し業者を決定する 

 

 

 

引越しの必要があればぜひお試し下さい！(Ａ・Ｏ記） 


