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平成３０年度 ９月末現在の事業実績について
先ず、会員数は、全体で 1,123 名（男：825、女：298）で、昨年同期との比較では、53 名の増加となり
ました。
しかし、退会者数も 104 名と昨年より 67 名も多く、その 6 割近くが入会 5 年未満の比較的新しい会員
となっています。退会理由として多かったのは、「他で就業中」「希望の仕事が無い」「病気」などで、シ
ルバー以外にも就業の場を求められている状況がうかがえます。
次に、事業実績は 25,186 万円で、昨年同期と比較するとやや増加（+0.4％）といった状況です。
公共民間別では、民間企業は、昨年度から同様に増加傾向にあり、主にスーパー等の清掃や、製造補助
など軽作業を中心に伸びています。公共事業では、施設管理や、公園遊具の点検作業、市内巡回業務など
が無くなったことなどで、全体で 475 万円の減額となりましたが、配布業務に関しては、県広報紙全戸配
布を受託したことで約 120 万円の増額となっています。
独自事業は、全体で 85 万円の増額となっており、竹炭等の販売や、子育て支援の利用者が増加した結
果となっています。
また、事業向上と合わせて、適正就業や安全就業の推進にも取り組んでいます。
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たんけん隊がやってきた
９月１９日（水）に「街角たんけん隊」として、あかしあ台
小学校２年生約２０名が、大きな挨拶と共に、シルバー事務所
にやってきました。進行役の子の挨拶から始まった質問タイム
では、予定されていた施設や業務に対する質問以外に、「開く
前は何をしていますか？」「仕事は楽しいですか？」など、な
かなか答えにくい質問もあり、東仲常務理事と大野事務局長が
たじたじになる場面がありました。子ども達は、職員の話を真
剣に聞き、きっちりメモを取り、最後は来た時よりも大きな声
で挨拶をして帰りました。

シルバー感謝祭開催に向けてキックオフ！
毎年開催される「シルバー感謝祭」が、今回で１３回目を
迎えることとなりました。
開催に先立ち、９月１８日に、ウッディタウン市民セン
ターにて、理事をはじめとする実行委員や、地域班、サー
クル、同好会、独自事業などの主たる会員が一堂に会し、
「キックオフ会」が開催されました。
今回、改めて開催に関する内容を文章化するなど、参加
者間で統一した意識をもって取り組む姿勢です。
ほぼ、例年どおりの内容を予定しており、今後は各部会
に分かれて詳細を相談していく事となります。
今回は臨時駐車場を確保することが非常に困難で、ご迷惑をお掛けしますが、来場に関しまして
は公共の交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

主に５５歳以上を対象に、
「ひょうご生涯現役促進事
業」の就労相談窓口が、１０月２日に開設され、就
職やボランティア活動、起業に関する相談などに応
じます。
既存の「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」と共に情
報を連携して、相談窓口以外にも、県が行う就業に
関するセミナーや、就業体験、合同面接会等も行わ
れる予定で、随時案内を行っていきます。
また、今回の相談窓口の業務は、当センターが委託
事業として受注し２名の会員さんが交替で業務に当
たります。
初日は、２名とも会場とな
る「ＨＯＴ」のカウンター
に、緊張の面持ちでいどみ
ました。
今後の活躍が期待されると
ころです。

誰でも参加できますので、
お気軽にお越しください♪
時 平成 30 年 10 月 31 日（水）
13：00～16：00
場 所 神戸情報文化ビル 4 階
松方ホール
神戸市中央区川﨑町 1-5-7
内 容 ・会員表彰
・芦屋市シルバー人材セン
ターによる事例発表
・兵庫県警交通課による講
習会（寸劇）
その他 兵庫県内のシルバー人材セ
ンターによる展示即売会
（11：00～16：15）
日

１０月１１日からの行事予定
10 月 12 日（金）業務部会（9：30～）
入会説明会（13：30～）
13 日（土）シルバーマルシェ（10：00～14：00）
三田駅 キッピィスクエア
15 日（月）おしゃべりサロン（10：00～）
16 日（火）総務財政部会（9：30～）
17 日（水）仕事の相談日（10：00～）
26 日（金）理事会（13：30～）
31 日（水）事業推進大会（13：00～）
神戸 松方ホール
１１月 9 日（金）入会説明会（13：30～）
21 日（水）仕事の相談日（10：00～）

次回の配分金の支払いは
１１月１２日（月）です。
月度

平成 29 年度実績

平成 30 年度速報

会員数（人）

1,070

1,123

受 注（件）

1,633

1,567

金 額
（千円）

250,771

251,858

新入会員紹介（順不同・敬称略）
＊９名の方が登録されました＊

個人情報の為、お名前は伏せています。

もりた

みさこ

森田 操子

さん

オカリナサークルの練
習が終わってほっと一息
の森田さんにお話を伺い
ました。
入会は平成２３年８月
です。子育てカンガルー
のメンバーとして、また
施設管理業務に就業され
ています。
入会の動機は３つあり、
① 退職してからも社会とのつながりを保っていき
たいこと
② 新たな人との輪を作ること
③ 自分の都合で働けること
だったそうです。そんなところから、今のシルバー
での活動に満足しています、とのこと。
そして「自由になる時間を最大限に使って、大好
きな絵を学んだり、昔からの友達と国内や海外の旅
行も楽しんでいます。あとは、現役の頃に少しやっ
ていたオカリナに再び挑戦しようと、サークルに入
り練習しています。ここでは練習ばかりではなく、
地域社会での施設への慰問や演奏会で練習の成果を
披露できるのでとても励みになります。
」と満面の笑
顔で語ってくださいました。
「足を痛める前までは、夏山登りにハマっていま
した。登っているときはしんどいですが、頂上に立
ったときの達成感、爽快さは何物にも代えがたいで
す。山を見ると、今度はあの山に登ってみよう！と
胸がドキドキします。
」とのことです。
「それと去年
友達と行った海外旅行（イタリア）は本当に楽しか
った。今思い出してもついほほが緩みます」とか。
このページのテーマ「笑顔になるときはどんな時
でしょうか？」とお尋ねすると、
「気のおけない仲間
とのおしゃべりのなかで、
『今だから話せる昔の失敗
談』なんかは最高に楽しい笑顔になりますね。それ
ともうひとつ、頼まれごとがあった時、自分の都合
がうまくついて、
『いいよ』と言えたとき、あぁ人様
のお役にたてたんだ、とふんわり暖かな笑顔になっ
ている自分が好きです」とのことでした。
(Ｔ・Ｎ記)

折々の花

◆◆

新薬のお話

◆◆

今回は、日頃何かとお世話になっている薬のお
話ですが、なかでもちょっと気になる新薬につい
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3
ての情報を取り上げてみました。
A%2F%2Fwww.chigasaki-pool.com%2Fimages%
新薬を生み出すのはなかなか容易ではなく、成
2Fnews%2F187.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%
功確率は２５０００分の１、１０年から２０年の
2Fwww.chigasaki-pool.com%2Fnews_detail.php
歳月と１００億円を超える投資をしても成功する
%3Fid%3D187&docid=a2-9hf5LCisjiM&tbnid=
保証は無いという世界です。
Q0r_quhg2s-PTM%3A&vet=1&w=300&h=243&
そんな中、最近の成功事例として、小野薬品が
bih=499&biw=1138&ved=0ahUKEwitlI7nh7Dc
１０年以上かけて開発に成功した「オプジーボ」
AhVDQLwKHWsWDEwQMwg4KAgwCA&iact
という薬が、がん免疫治療薬として「夢の新薬」
=c&ictx=1
と呼ばれています。他社が見向きもしなかった免
疫療法を信じ、粘り強く続けた研究の成果とのこ
とです。更に、塩野義製薬のインフルエンザ治療
薬「ゾフルーザ」は発売からたった２週間で２４
億円を売上げ、１０００億円規模の大型薬になる
と見込まれています。
1 日２回の服用を５日間続ける「タミフル」に比
べ、錠剤を１回服用するだけで効果があることな
どが評価されているそうです。インフルエンザな
ど、流行が毎年繰り返されて高齢者には嫌な病気
ですが、
「ゾフルーザ」という名前を覚えておくほ
うがお得かもです。
国民医療費が増大する中、薬価抑制政策などで

花

アレチヌスビトハギ

実

８～９月ごろから乾燥した路傍や空き地、造成地に
可愛いピンクの花をつけ始め、１０月に最盛期を迎え
ます。太い地下茎があり、刈り取られてもすぐに回復
します。ある意味、やっかいな雑草です。
マメ科ヌスビトハギ属の多年草で、北米原産の帰化
植物です。１９６５年に大阪で確認されました。
漢字で書くと、荒地盗人萩。可憐な花に似つかわし
くない名前ですが、由来は実の形にあります。盗人が
足音をたてないように、足の外側だけ使って、ひっそ
り歩いた時の「足跡」に似ているからといわれます。
この実はヒッツキムシと呼ばれます。表面にカギ状
に曲がった毛が密生しており、熟すと衣服や動物にく
っつきます。植物の移動手段ですね。
花言葉は、
「掠奪愛」です。
萩は秋の七草のひとつでもあります。余談ですが、
秋の七草の覚え方 → ハスキーなおふくろ
ハ＝ハギ、ス＝ススキ、キ＝桔梗、な＝なでしこ、
お＝おみなえし、ふ＝藤袴、く＝くず

（Ｔ・Ｎ記）

１０月は神無月と呼ばれていますが、出雲大社の

製薬メーカーの経営は混迷しており製薬各社は、
海外企業との合併など企業生命を懸けての努力が

ある出雲地方では、八百万の神様が集まるため神在

なされています。
国内の主な製薬会社は、トップの武田薬品工業
の発祥は大阪ですし、大日本住友製薬や田辺三菱
製薬、塩野義製薬や小野薬品工業などはいずれも
大阪の道修町（どしょうまち）に本社・本店があ
ります。
国民の健康のために、そして関西経済向上のた
めにもぜひ、各社の新薬に期待したいと思います。

神様が出雲大社に集まるためです。

（Ｓ・０記）

月（かみあるつき）とも言われています。全国から
７月に島根を旅行して出雲大社を訪れた際には、
参拝客は多くはなく、神様たちが泊まる宿舎もひっ
そりとした印象でした。１１月に行われる神在祭で
は神様たちが「一年ぶり～、お元気でしたか？今年
もよろしく」と挨拶を交わしたりして、賑やかにな
るんだろうなぁと勝手な想像をしながら宿舎を眺め
ていました。

年に一度集まった神様たちは、人の運や結婚を
はじめとするさまざまなご縁につ
はじめとするさ
いての話し合いをします。
７月には、これからも新しい出
会いの中でよいご縁に恵まれます
ように、としっかりお願いをして
きました。
）

（Ａ・０記）

