
 

 

第１回 理事会開催 

 

新年度第 1回目の理事会が、5 月９日（木）に開催されました。 

平成 31 年度の事業報告、決算報告等、次回定時総会で報告及び提案される内容について、協議が行わ

れました。 

事業実績においては、公共事業からの受注が、前年度に引き続き減少する

厳しい年ではありましたが、民間企業等からの受注が上回り約 0.3％伸び、

それに伴い決算においても、当期収支差額が 200 万円を超える黒字になり

ました。 

また、例年どおり会員表彰の候補者を選出し、夫々の決議を得ました。 

その他として、独自事業の今後の運営や、欠員となっている理事の選出等

についても協議されましたが、継続審議となりました。 

 

 

令和元年度の事務局体制 

 

○東仲（常務理事） 

○大野（事務局長） 

事業の統括 

○上田（主任・業務） 

  駐輪・駐車場等施設管理・派遣関係など 

○赤松（業務） 

  植木剪定・広報紙配布など 

○長田（経理・庶務） 

  経理・会員福利厚生など 

○板戸（業務・庶務） 

  家事援助、筆耕、独自事業など 

○小森（業務） 

  除草・企業植栽管理など 

○小倉（業務） 

企業継続就業 

 ○高橋（業務） 

  企業継続就業・派遣関係 

○本田（業務・庶務） 

子育てカンガルーなど 

※机の配置に関しては、5 月中旬ごろに移動の予定です。 
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平成３１年度 三輪地域班の活動報告会  

 

４月２５日（木曜日）、三輪会館にて会員２９

名と理事長、事務局職員の出席により、活動報

告会を開催しました。最初に、この数ケ月に病

気でお亡くなりになった３名の会員のご冥福

を祈って、黙祷を捧げたのち、小西理事長から

社会全体が働き手不足の状況にあり、当センタ

ーとしても、高齢者が安心して働ける環境作り

に務めると挨拶されました。 

事務局の上田主任からは、会員の身近な事柄

として、配分金の振込先や支払日の変更、７５

歳以上の相談日の開催計画等についての話が

ありました。 

引き続き班長・会計から、「平成３０年度の活動報告と会計報告」と「平成３１年度の活動計画と予算

書」が報告され、会員の皆さんのご理解を得ました。 

 最後に会計が、会員の親睦を深める為、旅行・ボーリング等のイベント・奉仕活動等に積極的参加下

さいと挨拶し、閉会としました。この後は美味しい昼食を頂き散会しました。 

 

配分金のお支払いに関する変更点のお知らせ 

 

◆郵便局からの振り込み先の変更 

配分金の振込先を郵便局にされている会員さんについては、今後振込手数料が発生することから、

他の金融機関への変更が必要となりますが、対象となる会員さんには改めて案内文を送付しますので、

お手元に所定の用紙が届いてからの変更手続きとなります。 

個々に変更先をご連絡いただいても、事務が煩雑となるため、口頭やメモ書きなどでの受付はして

おりませんのでご了承ください。 

先ずは、地域班別に当月配分金が発生した方に案内を送付しておりますので、同じ地域班であって

も案内が届かない会員さんもおられます。 

最終的には、配分金の振込先を郵便局にされている、全ての会員さん

に案内が届きますので、それまでお待ちください。 

また、変更先の金融機関として、以前は「三井住友銀行三田支店のみ」

としていましたが、現在では三田支店以外でもお取扱い可能となってい

ます。 

 

◆配分金支払日の変更 

配分金の支払日は、当初毎月就業された翌月の１０日（金融機関が休

業になる場合は随時繰り下げ。）としていましたが、月末月初に土日祝

日がある場合、職員の休日出勤が常態化していることなどから、この度、

支払日を就業された翌月の１５日に変更することとなりました。 

次回、５月分の配分金の支払いから適用されますのでご了承ください。 

なお、１５日が金融機関の休業になる場合は、随時繰り上げとさせていただきますので、次回のお

支払いは、６月１４日（金）となります。 

 

☆上記の件に関するお問合せは事務局までお願いします。 
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「笑顔研究所」と名付けてこのコーナーをスター

とさせたのが、平成 25年 10 月号のことでした。 

前月号まで、通算 67回の掲載となり、インタビュ

ーした会員数も、延 111人になりました。 

それ以前は、「会員インタビュー」ということで、

趣味に熱中されてい

る方や、特殊な経験、

技術をお持ちの方、会

員として一生懸命就

業されている方など、

いろんなエピソード

をお伺いするコーナ

ーだったので、ネタと

なる会員さんを発掘するのに毎回苦戦していました。 

そんな苦労もあり、「誰でも笑顔になるときはある

だろうから、それをテーマにいろんな会員さんにお

話を聞いてはどうだろう？」・・・そんな軽い思いで

始めました。 

ところが、いざ話を聞いてみると、前回のコーナ

ーにも勝るとも劣らないネタ揃いで、皆さんのいろ

んな「笑顔の元」に驚かされたり、感心させられた

り・・・こんなバラエティに富んだコーナーになる

とは思ってもみませんでした。 

そんな方がたくさん集まっているからこそ、シル

バー人材センターは、元気な活動ができているのだ

とも感じます。 

ふと、「自分自身が笑顔になるときは？」と考えて

みると・・・・ 

お気に入りの真っ赤な小型バイクにまたがって、

あてもなく彷徨してる時がお気に入りの時間です。 

途中ですれ違ったバイクと、手を振り合って挨拶

を交わしたときなどは、ご機嫌の笑顔になってしま

います。 

これからは、バイクで走るのに気持ちのいいシー

ズンなので、笑顔が絶えることはなさそうです。 

今回は、会員さんの都合がつかず、中休みの状態

ですが、これからもいろんな「笑顔の元」をお伺い

していきます

ので、会員の

皆さんのご協

力をお願いし

ます。 

(Y・O記) 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

＊８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。 

 

 

 

次回の配分金の支払いは 

６月 14日（金）です。 

５月 15 日からの行事 

5/15(水) 10:00～ 仕事の相談日 

 

5/31(金) 1４:00～ 定時総会 

     場所：ウッディタウン市民センター 

 

6/8(土)  10:00～ シルバーマルシェ 

        場所：キッピースクエア 

 

6/14(金) 13:30～ 入会説明会 

 

6/19(水) 10:00～ 仕事の相談日 

 

6/20(木) 13:30～ 安全・適正就業推進委員会 

 

6/21(金) 13:30～ 理事会 

4月度 平成 30 年度実績 平成 31 年度速報 

会員数（人） 1,109 1,093 

受 注（件） 340   338 

金 額 

（千円） 
35,577 32,705 

 



 

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 折々の花 レンゲソウ（蓮華草） 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  

 2 月に申請していた「マイナンバーカード」。

先日、市役所から交付手続きはがきが届き、受け

取りに行ってきました。 

 個人番号の通知が届いて、カード作成をする段

階では、手続きがなんだか面倒くさいなと、引き

出しにしまったままでした。知り合いから、市役

所でサポートしてもらえて無料で簡単に作成でき

るよと聞き、それではと思い、夫にも声をかけた

ら「もう、作った。写真も撮ってもらえて簡単や

ったで。」との一言。え、そうなの。自分だけサ

ッサと作っていたのね…。"(-""-)" 

 発行に際しては、複数の暗証番号が必要になる

ので少し煩わしいですが、運転免許証や旅券のよ

うに身分証明になり、コンビニで印鑑登録証明書

や住民票の写しなどが取得できます。いつでも利

用でき、窓口での交付より手数料が安くなるのは

嬉しいです。 

 あと数年して運転免許証を返納 

したら、マイナンバーカードが 

身分証明になるので、暗証番号 

をメモした紙と一緒に、大事に 

しまいました。   （Ａ・Ｏ記） 

  

  

  

 

三田市近郊のカフェ事情     
 

 

 気候もよくなり、外にも出やすくなってき

ました。三田市近郊で食事かコーヒーに特徴

があるカフェに行ってゆったりとした時間を 

過ごしませんか。以下は小規模店舗でおすす

めの店です。 

  

１．カフェつぶ 三田市上相野 355-1 

 コーヒー付きの週替りランチで一手間かか

った料理と新鮮な野菜が提供されます。11 時

の開店時に入店するのが 

おすすめです。20 食限定 

で、電話すれば取り置き 

可となります。 

（駐）8 台 079-506-7266         

                                                    

２．オクショウ 三田市中央町１６―３ 

 もとは本屋さんでした。今はランチを食べな

がら売り物の本を読める店となっています。野

菜は宝塚西谷地区の新鮮なものが出てきます。

店頭でも野菜を購入できます。 

本は海外旅行によく行かれ 

るオーナーさんの好みで 

選んだものです。コーヒー付 

きです。            

（駐）4 台 079-562-3030          

３．コリシモ 篠山市今田町下小野原３―７ 

 旧郵便局舎を改装した店舗です。ランチも

楽しめますが、コーヒーは逸品ものです。西

宮市のゆげ焙煎所のコーヒー豆が味わえま

す。近くに同じオーナーが係わっている音楽

を楽しむ スペース（旧農家）があります。 

（駐）6 台 079-506-3101 

４．カコカフェ 三田市三輪１丁目１５―３ 

 パンプレートがおすすめです。パンはすべ

て自家製です。コーヒーは三田市のマルズコ

ーヒーの豆を使用されています。 

（駐）3 台 079-562-2828 

お気に入りのカフェを見つけてみませんか？ 

               （H・Y 記） 

 

 

 

 マメ科ゲンゲ属で、原産
地は中国です。ゲンゲ（漢
字表記では紫雲英）が標準
和名ですが、普通レンゲソ
ウまたはレンゲと呼ばれて
います。 

  日本には 17 世紀ごろ渡来し、明治になって急
速に広まりました。レンゲは窒素肥料として有効
なため、水田に縁肥として栽培されました。レン
ゲの花は味、香り共に良い「蜜源」として養蜂産
業で珍重されています。 
 花言葉には、「私の幸福」「感化」「心が和ら
ぐ」などがあります。 
 『手にとるな やはり野におけ れんげ草』は、
江戸時代の俳人・滝野瓢水（播磨国加古郡出身）
の作。遊女を身請けしようとした友人を諫めるた
めに詠んだ句で、野に咲いているから美しいの
で、自分のものにしてしまえばその美しさは失わ
れてしまう、という意味です。 
 また、妖精が変身したレンゲを誤って摘んでし
まった姉がレンゲに変わってしまい、「花は女神
が姿を変えたもの。摘まないで」と妹に言い残し
たというギリシャ神話もあります。（Ｔ・Ｎ記） 

 

 

 

 

 


