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平成 30 年度事業実績と平成 31 年度事業計画の概要
平成 30 年度当初の計画では、公共事業の落ち込みなどもあり、前年度ほど伸びはないとの予測から 5
億円の事業実績を見込んでいましたが、民間企業の実績が公共事業の落ち込みを補う以上に伸びたことに
より、5 億５００万円程度が見込まれています。
主な民間企業での就業内容は、スーパーなどでのカート整理、商品の陳列、バックヤードでの調理補助。
更に、ゴルフ場での補助作業として、バッグの積み下ろしを行うポーター作業、デボット埋め等のコース
管理など、いずれも軽作業分野での増加となるようです。
また、５０万円強と金額面ではわずかですが、独自事業の実績も向上しており、主に竹パウダーによる
堆肥の販売や、リピーターの増加による子育てカンガルーの実績が大きく伸びています。
予想以上の実績の増加に伴って、本年度の決算においても若干の黒字になることが予想されます。
公益社団法人としては、黒字決算になることは、必ずしも望ましいことではありませんが、今後の事業
展開を行うにあたり、ある程度の資産の増加は必要でないかと思われます。
次に、平成 31 年度（令和元年度）の事業計画としては、収入面では補助金額が前年度並みとなり、公
共事業の受注も減少傾向にあること、また、一部の民間企業で適正就業による是正を行ったことで、受注
件数、事業実績の減少が確定しているなど、厳しい事業展開となることが予測されます。
よって、財政的にも厳しいことから、費用負担の軽減を踏まえた事業展開を行わなければならない状況
となります。
主な事業計画としては、
「女性限定」
「75 歳以上」などの相談会を開催し会員の情報収集、コミュニケ
ーションを充実させ、就業機会の提供の幅を広げることや、外部団体との連携により合同面接会や出張入
会説明会を開催するなど、会員確保にも力をいれる方向です。
また、例年開催してきた「シルバー感謝祭」に関しては、新たな委員会を立ち上げ、運営方法など大幅
な見直しを踏まえ、今後の感謝祭の在り方が検討されます。
大きな事業を計画することはなかなか難しい状況ですが、新しい視点やアイディアをもって、従来の事
業を継続しつつ、更なる事業展開が期待されるところです。

いきがい応援プラザと連携

出張入会説明会開催

3 月２６日（火）11 時から、キッピーモール 6 階のフリースペースにて、相談窓口をＰＲしたい「い
きがい応援プラザ」と、会員増強を図りたい当センターとの連携で、
初の試みとなる「出張入会説明会」が開催されました。 事前に配布
したチラシを見られた方、家族の勧めで来られた方、事務局の案内で
参加された方など、4 名が参加され、通常事務所で行う説明と同じ内
容を、約 1 時間かけて行ったのち、質問にお応えするなどして終了と
なりました。
翌日から、入会の受付けとなりましたが、結果的に 3 名の方が入会
されました。
今後も継続的に開催することで、旧市街周辺の方々が、気軽に参加でき会員の増加になればいいと思い
ます。

小野地域班

出前講座開催

２月６日（水）有馬富士共生センターにて、小野地域班が主催し
た、出前講座が開催されました。
第１部の「消費者トラブルの現状と対策」では、参加者の中に、あや
うく金銭詐欺にあうところをコンビニ店員の機転で助かったという
体験発表もあり、改めてオレオレ詐欺をはじめとした悪徳商法が身
近に忍び寄ってきている現状を知りました。第２部の「ロコモってなに？」では、
“生きている限り自
分の世話は自分で”をモットーに、適度な運動とバランスの良い食生活の実践の大切さを学ぶことが
できました。２５名を超える参加者に、主催者側も嬉しい思いでした。

水道の漏水にご注意を！
先日、ある会員から「水道代を約 15 万円請求されてびっくりした！」と聞きました。原因は「漏
水」だそうです。市指定の業者に修理してもらっても、5 万円ほどかかったそうです。漏水を修理し
て業者から市へ申請してもらえば、状況により減額の対象となる場合があります。それでも 10 万円
前後の出費になります。
「漏水」はなかなか気づくことが難しいので、確認方法をご説明します。
まず、家中の蛇口を全部閉めます。次に、メーターボックス

パイロット

のふたを開けて、水道メーターを確認。パイロット（銀色のボ
タン状のもの）が回り続けている場合は、
「漏水」かも！？
メーターより宅内で発生した漏水の修理は、所有者の負担と
なりますので、市指定業者に依頼してください。減額の対象に
なるかどうかは、三田市上下水道部水道お客さまセンター
（559-5157）にご相談ください。

新元号

決定

４月１日、新元号「令和」が発表されました。
ご応募いただきました予想の中から、残念賞
を受賞されたので、ご紹介させていただきます。

高橋 正美
（たかはし

氏

まさみ）

ユニーク賞は該当がありませんでした。
（残念賞＝漢字が１文字のみ正解）

【氏名】橋村

猛（三田地域班）

【予想】
「和香」

３月末で退職した
江角氏にかわり、４月
より民間企業の継続

就業や、派遣事業を担
橋村さんには、ささやかな
がらの景品を贈呈させてい
ただきます。

当します。
お世話になりますが、よろしくお願い
いたします。

4 月 11 日からの行事
4/11(木)
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4/26(金)
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5/10(金)
5/15(水)

13:30～
13:30～
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10:00～
10:00～
13:30～
13:30～
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安全・適正就業推進委員会
入会説明会
福利厚生部会
仕事の相談日
監査
理事会
入会説明会
仕事の相談日

次回の配分金の支払いは
５月１５日（水）です。
― 配分金振込み先の変更 ―
将来的に、郵便局への配分金の振り込みについて
は、手数料がかかるようになります。現在、郵便局
に振込先を設定されている会員さんに、個別のご案
をさせていただき、段階的に他の金融機関への変更
を行ってまいります。ご理解とご協力をお願いいた
します。

3 月度

平成 29 年度実績

会員数（人）

1,153

1,149

受

2,825

2,659

注（件）

金額（千円）

502,092

平成 30 年度速報

503,475

新入会員紹介（順不同・敬称略）
＊１1 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 。

あ

べ

ようこ

阿部 洋子 さん
入会は平成２９年８月
です。センター館内の清掃
業務に就業されています。
シルバー入会のきっかけ
は、定年後自宅で過ごして
いたところ、ご近所の方が
シルバーに登録されてい
て、その方から誘われたか
らだそうです。今の清掃のお仕事もシルバーの求人
ページを見て、興味をもたれたそうです。
「一年間こ
の仕事をしてみて、やはりメリハリのある生活を送
ることはいいことだと改めて感じました」とのこと。
このお仕事は時間的な制約も少なく、月曜、水曜
の週２回ですので、余った時間は全部自分の趣味に
使えます。また高齢者大学にも通っておりますので、
知識を広めたり、新しいお友達づくりにも役立って
おります、とおっしゃいます。
趣味のひとつは映画鑑賞とか。時間のある時に録
画していた名画などをゆっくり楽しんでいます。
でも映画はやはり劇場で観るのが最高！昔からの
習慣で映画に行くときはいつも一人です。
それと写真撮影です。今は２つの地元写真サーク
ルに属しています。十数年前までは写真講座に入会
していましたが、いまのサークルでは先生にカメラ
技術などを教わるのではなく、仲の良い友達とワイ
ワイしゃべりあっているうちにどんな写真を撮ろう
か？どこへ行こうか？と、どんどん話がはずむそう
です。目的地が決まり、皆の車に乗せてもらって、
好きな風景を切り取ります。
過去には、丹後半島の浦富海岸に撮影旅行に行か
れたこともあるそうです。日帰りコースだし、何よ
り奇岩洞門洞窟白砂青松の景色が美しかったです。
これらの撮影作品を展示会に出品して、皆様に見て
いただくことも楽しみの一つです、とのこと。
このページの主題、
「笑顔になる時はどんな時でし
ょうか？」とお訊ねすると、
「そうですね、気の合っ
たお友達とおしゃべりしながらドライブして、傑作
風景写真を撮っているときじゃないでしょうか？あ
とから眺めて思い出し笑いしている時も楽しいです
ね。」とのことでした。
（T・N 記）

漢字

お買い物に出かける貴方に
ちょっとお得な情報を
～２月号に続くお買い物シリーズ第２弾～
東京に、インターネット関連の事業を行っ
ている「カカクコム」と言う東証一部上場の
企業があります。
今回は、この「カカクコム」の運営してい
る「価格 .COM」というちょっと便利なサイ
トに注目しました。
少し大袈裟ですが、不動産から日常の生活
用品まで殆どのカテゴリに関するホットな情
報が満載です。それぞれの価格はもとより、
新製品や人気上昇中の商品がランキングされ
ており、結構興味を持たせてくれます。
さらに、個別商品の詳細についても、かな
り深掘りしてユーザー目線で徹底紹介されて
います。特に、大型電化製品などの購入に
は、やはり事前の情報収集は欠かせません。
今、店頭にある物ばかりではなく、近く発売
されるかもしれない商品の動向などが早くわ
かれば、買い急ぎの失敗も防げます。これか
らは、いろいろな情報サイトを上手く活用し
て世の中の動向をいち早く察知しましょう。
なお、利用に当たっては「ご利用ガイド」
画面から「価格 .COM サイト利用規約」をし
っかり読み込んでから始めましょう。お買い
物の前に利用されれば「お得」かもしれませ
ん。
「最近、面白いことが無いナー」とお嘆き
の貴方、お得な買い物でもして、少し幸せな
時間を作りましょう。
（S ・Ｏ記）

あ・ら・かると 「月桂冠」

今回はギリシャ神話と月桂冠のお話です。
太陽神アポロンが弓矢を持ってい
た愛の神エロスに「子どもがそんな
もので遊んではいけない」と注意し
ました。腹をたてたエロスはアポロ
ンの心臓をめがけて、金の矢を射込
みました。この矢を受けると、初め 月桂冠をつけた
て出会った異性が大好きになります。 アポロン像
次にエロスは川の神ペネイオスの娘ダプネの心
臓に鉛の矢を打ち込みます。すると初めて会った
異性が大嫌いになります。アポロンは初めて出合
ったダプネに恋するようになり、逆にダプネはア
ポロンがイヤでイヤでたまらなくなります。思い
余った彼女は父の神に「私は男を受け入れる体で
はありたくない、月 桂 樹 に変 えてほしい」と訴
え、願いが聞き入れられました。その姿を見たア
ポロンは悲しみ、月桂樹の葉と枝で冠を作り、愛
の証しとして、永遠に身につけていました。
古代オリンピックは当初アポロン神をあがめる
大祭であったことから、勝者を讃えるシンボルと
してこの月桂樹の葉と枝で作った冠を授け、今日
まで続いています。
（Ｔ・Ｎ記）

一 度 限 りの 「スーパーゴールデンウイーク」
が、いよいよ始まります。４月 27 日から 5 月６
日までの 10 日間。皇太子殿下が天皇に即位され
る 5 月 1 日が祝日扱いとなり、祝日法の規定によ
り 10 連休となりました。
ある調査によると、この 10 連休を歓迎する人
としない人の割合は半々とのこと。テレビで１０
連休の話題を取り上げているのを見て、「海外・
国内旅行に行く」という歓迎派に「リッチ～」と
ため息をつき、「収入が減る」「保育園も休みに
なり、子どもを預ける場が無い」との心配の声に
は「確かに」と共感し…。
まったく予定がない我が家。きっと、朝起きた
時の気分で、行き当たりばったりの 10 日間を過
ごすことになりそうです。人混みが嫌いな私には
いい過ごし方かも、と思ったりしています。
余談ですが、授業時間
確保のため三田市内の市
立中学校は、本来夏休み
の 8 月 28 日から 30 日
までの 3 日間、授業を行
うそうです。（Ａ・Ｏ記）

