第３２０号

平成３０年 7 月１0 日発行

公益社団法人 三田市シルバー人材センター
〒６６９－１３２３
三田市あかしあ台５－３２－２
電話 ５６４－７５０１
ＦＡＸ ５５３－１３００
E メール sandasilver631015@sandasc.org
ホームページ http://www.sandasc.org/

新体制による理事会開催
去る６月２２日（金）、第２回となる理事会が開催されました。
今回より、先の定時総会で承認された新理事、新監事による理事会となりますので、先ずは自己紹介
から始められました。
事故報告など定例の報告の後、各部会、委員会の担当理事
の割振りや、「三田まつり」「シルバー感謝祭」への取り組み、
災害時の市との応援協定に関する事案について、協議され
ました。
新役員の皆さんは、初めての出席ではありましたが、活発
に意見や質問をされるなど、理事としての意気込みを感じます。
２時間程で理事会は終了しましたが、独自事業の現状を知ってもらう良い機会ということもあり、引き
続き独自事業の就業現場視察へと向かいました。
尼寺の農場では、野菜の作付け内容や栽培状況、竹炭の基地
では、竹炭や竹チップなどの製造工程など、それぞれの説明を熱
心に聞き入っておられたことから、役員としての見識を深められ
たのではないかと思います。

設立 30 周年の軌跡
当センターは本年度３０周年を迎えます。１０年前の「２０周年」にいろんな催しを開催しました。
その中の一つに、あまり人に知られていないモノもあります。
それは、青野ダム記念館前の記念植樹です。
指定管理事業者として、青野ダム記念館を永年に渡り管理しています。市民
の皆さんに春の桜を楽しんで頂こうと、植木剪定班の会員が植樹をしました。
ところが遺憾ながら、すぐに枯れるという結果になりました。
実は、ダム周辺の性質上、水漏れ防止用に地質を硬く加工してあったため、
水はけが悪く根を腐らせてしまったのです。改めて前回より深い穴
を掘り、再度植樹してようやく生育に至りました。
そのような苦労もあり、現在では毎年可憐な花を咲かせ、ダムを
訪れる人の目を楽しませています。残念ながら、今年の桜はもう見
れませんが、また来年見れることを、楽しみにしておいてください。

新理事・監事のご紹介
今年度より新しく理事・監事となられた方々のご紹介をします。

〇金谷

淳（ｶﾅﾔ ｱﾂｼ）
〇三輪地域班
〇三田駅前地下駐輪場管理

理
事

隆視（ｺﾞﾗ ﾀｶｼ）
〇小野地域班
〇古紙回収、チラシ配布

〇岡村

〇辻本

〇平田

惠昭（ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼｱｷ）
〇広野地域班
〇学校内清掃・点検業務

英美（ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾐ）
〇高平地域班
〇除草作業

事

惠美子(ﾅﾗ ｴﾐｺ)
〇ウッディＡ地域班
〇送迎バスの添乗

〇五良

〇入江

監

〇奈良

〇民岡

正和（ﾀﾐｵｶ
〇学識経験者
〇植木剪定作業

ﾏｻｶｽﾞ）

佳高（ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ）
〇ウッディＢ地域班
〇広報紙配布、入浴介助

寿子(ﾋﾗﾀ ﾋｻｺ)
〇学識経験者
〇子育てカンガルー

〇三瓶

光男（ｻﾝﾍﾟ ﾐﾂｵ）
〇フワラー地域班
〇広報紙配布、建物管理

〇永徳

克己（ｴｲﾄｸ ｶﾂﾐ）
〇学識経験者
〇公認会計士

シルバーマルシェ 開催中
独自事業の販路拡大や、シルバーの普及啓発の意味も込めて「シル
バーマルシェ」を２つ開催しています。１つめは、昨年１０月から、
毎月第２土曜日に三田駅のペデストリアンデッキにて、美味しい野菜
・ＥＭや竹炭商品を販売。８月は缶バッチコーナーを開設します。お
気に入りの写真など原本を持って来ていただければ、
瞬時に缶バッチにいたします。
２つめは先月号にも紹介した、まほろばブレッツァ
での販売です。こちらにも竹炭・ＥＭ商品が数多く販
売されていますので、どちらも是非一度お立ち寄り下さい。

7 月 11 日からの行事予定
7 月 13 日(金) 入会説明会(13:30～)
14 日(土) シルバーマルシェ(10:00～)*
月 日からの行事予定
18 日(水)
仕事の相談日(10:00～)
8 月 10 日(金) 入会説明会(13:30～)
11 日(土) シルバーマルシェ(10：00～)*
15 日(水) 仕事の相談日(10:00～)
＊三田駅前ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷにて

次回の配分金の支払いは
8 月 10 日（金）です。
6 月度

平成 29 年度実績

平成 30 年度速報

１，０６６

１，１００

８３６

８４４

金額（千円） １１７，７６５

１２０，２２６

会員数（人）
受

注（件）

15 名の新入会員紹介（順不同・敬称略）

個人情報の為、お名前は伏せています。

ふるさと納税返礼品のご案内
三田市では 6 月より表記の返礼品に、シルバー人
材センターの下記の就業が適用されます。
1.空き家の見回り点検
植木や草が近隣の迷惑になってないか
家庭やポストの中にごみが散乱してないか 等
2.お墓の除草・清掃
忙しいし、遠くてなかなか行けない
高齢でお掃除ができなかできない 等
今後、市外からの発注が期待されます。

代表・中島

庸介さん

今回は、普段と趣向を変えて「いつもニコニコ
笑顔」で練習に励んでいらっしゃる詩吟サークル
「つくし」の皆様にお話を伺いしました。
詩吟サークルは昔からありましたが、２年前、
「上達」を追求していたグループとは変わって、
気楽に詩吟を楽しみたい、というメンバーが集ま
って立ち上げたそうです。
練習を拝見していますと、課題曲が決められ、
ひとりひとりが専用のＢＧＭで詩を吟じられま
す。終わると盛大な拍手が送られ、笑顔で席に着
きます。
「今回は自分でもよくできたなぁ」、「拍手が立派
すぎて恥ずかしいわぁ」など、皆さんそれぞれの
思いがあるようです。他の人への感想は相手を十
分に思いやってお話しされます。
そんなアットホームな雰囲気が楽しいサークル
です。
月２回の練習日以外は、病院や老人ホームなど
の施設からお話があり、時間に余裕のあるときは、
皆で慰問にでかけます。
笑顔になるときはどんなときですか？とお訊ね
すると、
「みんな友達だから、会って、いろんな話
をして、普段出せないほどの大きな声で詩を吟ず
る。自然と笑顔になるよね～。」とのこと。
ちなみに、サークルの代表は中島 庸介さんで、
入会は平成１７年２月。御年７７才です。現在は
除草班に所属されています。詩吟歴は５０年、と
か。
「この年になって、好きな詩吟を話題に新しい
女友達ができると思わなかった！元気で長生きす
るといいこともあるもんだね！」と満面の笑顔で
おっしゃっていました。
（Ｔ・Ｎ記）

漢 字

あ・ら・かると

楽の字のなりたち
「ウィンドウズ７終了」と言うお話。
２０２０年１月に、マイクロソフトの
パソコン OS、ウィンドウズ７のサポートが終
了します。
サポートの終了は、セキュリティ更新プロ
グラム提供が終了することであり、その後は、
OS の脆弱性が発見されても修正が加えられな
いことから、そのまま使い続けることは、下
記のリスクが高まります。
① ウイルスの被害を受けやすい
② OS の不具合や脆弱性への対処が出来ない
③ 最新のソフト、ハードに対応出来ない
などですが、非常に使い勝手が良く、慣れ親

楽しい、楽しむの意味
の漢字です。もとの字は
「樂」と書きました。
柄のある手鈴（ﾃｽｽﾞ）の
形をしています。白の部
分が鈴、その左右の幺(ﾖ
ｳ)は糸飾りをあらわして
います。
古代中国で殷や周の時代、神事の時に王のま
わりでたくさんの巫女が踊りながら、この鈴を
振って神を楽しませるのに使いました。当時、
この世で神遊びができるのは王のみでした。
鈴は数千年のあいだ、世界のいたるところで
原始音楽や呪術の儀式に使われてきました。素
材も形もさまざまなものがあります。
現代の日本でも神社で目にする、
「神楽鈴（ｶｸﾞ
ﾗｽｽﾞ）」は「楽」の形にとても良く似ています。
また、「楽」の字には邪霊を祓う力があるとさ
れていたそうです。
（Ｔ・Ｎ記）

しんだので残念です。
スマホの普及で、個人のパソコン利用はや
や減少傾向ですが、それでも一部には重宝さ
れています。
そこで提案ですが、終了するまでに無料の
音楽ソフトをダウンロードして、お手持ちの
CD をジャンジャン取り込んで、ライブラリ管
理されたらどうでしょう。
嵩張る CD が整理出来ますし、お好きな方
は、少し研究して、アルバムをロスレスで取
り込み、安価な DA コンバータを用意出来れば
古いステレオと組合せても、ハイレゾに近い、
まあまあの音質で、PC オーディオが楽しめま
す。
親しんだものが、無くなるのは淋しいです
が、また違った用途で再生出来れば、少しば
かりお得かもですよ。・・・

「王子動物園でフラミンゴの赤ちゃんが誕生」
のニュースに誘われ、翌日早々、仕事休みの娘を
誘って王子動物園に出かけました。
フラミンゴの赤ちゃんはグレーの産毛がモフ
モフしていてキュート。パンダの旦旦（タンタン）
は思ったより小柄で、サービス精神が旺盛。きり
っとした縦縞が美しいシマウマ。寝姿がまるでオ
ヤジのカンガルー。能面を付けたような小さなサ
ルにチンゲンサイが好物のナマケモノ。目の前を
スイスイ泳ぐ、フレンドリーなペンギン。とろけ
る笑顔のシロフクロウ･･･。
それぞれの個性や特徴があり、いくら見ても飽
きない。胸がジワーッと熱くなってきて、体中を
幸せホルモン満タンにして動物園を後にしまし
た。生きもの最高！

（S・O 記）

（Ａ・０記）

