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令和元年

第 2 回理事会開催

６月２１日（金）に令和になって最初の理事会が行われました。
先ずは４～５月の事業実績としては、適正就業の推進もあり、民間企業の受注減少し、約 740 万円の減
額となったことや、会員数も 1,100 名を下回っていることなどが報告されました。
次に部会報告として、総務財政部会からは実績が減少傾向ではあるが、更に落ち込むことが無いよう最
小限に抑え、現状維持に努めることや、会員増強、退会抑制に関する取組みとして「会員ポイント制度（仮
称）」や、新入会員をブロック長会議に参加してもうことで、より地域班活動に関心を持ってもらうこと等
を、検討することとし、福利厚生部会からは、前年度末の「ボウリング大会」
「三田まち歩き」の実施状況、
7 月の日帰り旅行の申し込み状況などが報告されました。
更に、安全・適正就業推進委員会からは、事故発生状況の報告があり、特にトラックのパンクに関する
事例では、昨年度全車に搭載した、ドライブレコーダーの映像による検証がで
きたとの報告がありました。
続いて、協議事項として、独自事業の運営に関する取組みとして、独自事業
の定義や、事業立ち上げから運営、事業継続の判断に関する素案が提案され、
今後は業務部会が主となって、詳細を協議していくこととなりました。
また、定時総会の議案書の配布に関して、新たに縮小版を作成し、従来の製
本版の作成を減らすことで、経費と印刷機械の負担軽減や、業務の効率化を図
ることとなりました。
その他、
「三田まつり」への出店参加や、今後の理事会開催回数など理事から
意見を得るなどして閉会となりました。

配分金振込先の変更等について
5 月号の「シルバー・エコー」で、郵便局に配分金を振り込んでいる会員さんに対して、今後振込手数
料が発生することから、他の金融機関に変更していただく旨のご案内をいたしました。
改めて、変更の手順についてご案内させていただきますので、ご周知いただきますようお願いします。
１．4 月より就業された会員さんを対象に、地域別にご案内しています。
4 月：ウッディＡ・Ｂ
5 月：フラワー
6 月：三田・三輪・藍
３．案内の前月に就業されていない会員さんには、案内が届いていません。
４．案内が届いた会員さんは、
「三井住友銀行」
「兵庫六甲農協」の各支店のいずれか
の口座を、所定の用紙に記入し事務局へご提出ください。（口座がない場合は、
新規開設をお願いします。）
５．今後、残りの地域班（高平、広野、小野）で就業された会員さんへ案内し、最終
的には未就業及び未届けの会員さんに案内を送付します。
※事務局からの案内が届くまでは、個々にご連絡頂いても対応できませんので、
ご了承ください。

親子で楽しむ七夕フェスティバル
子育てカンガルーは、7 月 6 日（土）郷の音ホールで開催された「七夕フェス
ティバル」に参加しました。
今回で 3 回目の参加で、例年通り多くの親子連れでにぎわいました。
翌日が七夕ということで、本物の笹を使った笹飾りが人気で、その他にも輪投
げ等のゲームや缶バッジ作りも盛り上がっていました。
また、
「お楽しみ会」のコーナーでは、それぞれの会員が、経験や特技を生かした
「手袋シアター」「腹話術」
「皿回し」等で、たくさんの参加者の方に楽しんでい
ただきました。

出張入会説明会の開催
本年度の事業計画に掲げてありました「出張入会説明会」が下記の日程で開催されます。
昨年度の 2 月に試験的に開催したところ、4 名の参加者のうち 3 名が入会され、既に就業中の方もおら
れる状況です。
「あかしあ台の事務所はちょっと遠い」
「買い物のついでに気軽に参加したい」
「通常の説明会は都合が
悪い」と言った方は、ぜひとも参加いただき、シルバー人材センターについて知ってほしいと思います。
友人、知人、ご家族などでシルバー人材センターに興味のある方、何か仕事をしてみたいと思われる方
などがありましたら、ぜひともご参加いただくようご案内ください。

★日

時：令和元年 7 月 23 日（火）

１４：００～

★会

場：三田市駅前町

★内

容：シルバー人材センターへの入会について

キッピーモール６階

フリースペース

※入会の申し込みは当日ではなく、翌日からの平日 5 日間の受付けとなります。
※11 月、2 月も開催を予定していますので、その都度改めてご案内させていただきます。

草引き作業ピンチ！！！
シルバー人材センターといえば、
「駐輪場管理業務」
「植木剪定」それと「除草」と言ったところが、仕
事のイメージとして強いところですが、一般家庭からの依頼が多い庭の草引き作業は、就業する会員さん
が激減しており、多い時には 10 名以上いた会員も今や３～４名で、作業スケジュールを組むのも大変な
状況です。
草引きは、重量物を運んだり、激しい動作を伴ったりすることなく、女性や高齢の会員でも就業可能な
作業の一つなので、男性会員でもその気になればできると思われます。
作業後の草（残材）も、指定ゴミ袋に入れるだけで、持ち出すことはあり
ませんので、トラックなど貨物車が無くても作業に影響ありません。
但し、現場までは会員自身で移動できることが望ましいので、車を運転で
きる会員さんであれば、送迎の手間も省けることとなります。
2 名 1 組で作業することが多いので、友人知人を誘われて一緒に作業さ
れることもＯＫです。
一度やってみようかな？と思われる方は、事務所までご連絡ください。
【担当：小森】

7 月 15 日からの行事
7/17(水) 9：30～ NOW 編集委員会
10：00～ 仕事の相談日
7/18(木) 9:30～

あらた

新

福利厚生部会

7/23(火) 13：00～ 出張入会説明会
場所：キッピーモール

６階

8/ 9(金) 13:30～

入会説明会

8/10(土) 10:00～

シルバーマルシェ
場所：キッピースクエア

8/21(水) 10:00～

仕事の相談日

次回の配分金の支払いは
8 月 15 日（木）です。

6 月度
会員数（人）

平成 30 年度実績
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新入会員紹介（順不同・敬称略）
＊12 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。

ひ

で

お

日出夫

さん

入会は平成３０年９月
です。現在、給食配送業務
に派遣として就業されて
います。
子供の時から音楽好き
ですが、ある日の深夜、仕
事から帰った新さんの耳
にクラシックの音色が飛
び込んできて、「夜に聞く
クラシックは１日の疲れを吹き飛ばす力がある」と
閃き、真夜中のコンサートを思いつかれたそうです。
自ら経営する住宅リフォーム会社がある土地に最
大で１００人が収容できる音楽ホールを建設。もと
もと大工の職人で建築作業はお手の物。内装はクロ
スを張らずに、すべて北欧の松だけを使ったそうで
す。本物の音を楽しむにはやはり自然の木材を使う
のが一番とのこと。
ＮＰＯ法人ＡＳＰ（アートスペースパオ）を創設
し、完成したホールで「真夜中のクラシックコンサ
ート」と銘打って、週末の深夜に演奏会を開催する
と、「身近で聴く本物の音色が素敵だ」とか、「仕事
が終わってから聴きに行くことができる」と地域の
評判となり、さらには新聞や雑誌にも好意をもって
取り上げられ、その記事を読んだ全国各地のクラシ
ック愛好者か
ら公演の依頼
が舞い込むよ
うになったと
のことです。
「コンサー
トを重ねるう
ちに国内外、著
名なアーティ
ストさん達との出会い、また世界的な名楽器との出
会いが数多くなり、自分自身の成長に力をもらえた
と感謝しています。長い人生で挫折も経験したが、
やりたいことをやってこれたし、これからもまだま
だやっていきたい！」と生き生きとした表情でお話
をされていました。
最後に、「笑顔になるのはどんな時でしょうか？」
とお聞きすると、
「誰もがやったことのないことをや
り遂げることができたとき、達成感と共に笑顔にな
ります」とのことでした。
（Ｔ・Ｎ記）

折々の花

クズ(葛)

知ってトクする

オーディオブック（AB）のお勧め
年齢とともに本を読むのがつらくなる場合
があります。でも文芸書で読んでおきたいと
いうものが何冊かあったりします。もし条件
が合えばオーディオブックという手が使えま
す。簡単に言えば文芸書等を朗読し録音した
CD を聴く、あるいはネットで朗読データを入
手し利用します。方法としては、
① 図書館で借りる
三田市立図書館（本館）には落語の AB が３
００点弱、文芸書の AB が約５００点あります。
例えば源氏物語は５枚の CD で聞くことができ
ます。実際に読むと相当の時間がかかります
が、これだとすきま時間を利用すればかなり
効率的に完了できます。本館では CD の棚の
上に AB のリストがあります。わからなければ
係員に<朗読＞のリストを見たいとお伝えく
ださい。利用料金はありません。
②ネットでダウンロードする
無料と有料の分があります。当然ながら図
書館や書店に出向く手間がかかりません。図
書館より圧倒的に多くの本が利用可能です。
学習書や実用書もあります。
A. https://www.audible.co.jp
月額会員は max でも 2,000 円
B. https://audiobook.jp
聞き放題月額 750 円プランもあり
他にもありますので、ネットで検索してご
検討ください。
オーディオブックを利用して大学入試に合
格した人も出てきています。いまさら入試で
はないですが、私たちもうまいこと利用した
いものです。
(H・Y 記)

毎年夏にな
るとすさまじ
いまでの成長
力で道端の垣
根、石垣など
を覆いつくす
植物、正体は
クズです。マメ科クズ属のつる性多年草で
す。原産地は日本、中国、フィリピン、イ
ンドネシアなどです。
１８６７年アメリカ・フィラデルフィア
独立１００年記念博覧会に日本から運ばれ
庭園観賞用に展示されましたが、想像以上
に繁茂・拡散をして有害植物、侵略的外来
種に指定されました。中国ではその旺盛な
繁殖力に期待して砂漠緑化に使おうと試さ
れましたが、うまくいかなかったようで
す。
日本では昔から葛の根をつぶしてデンプ
ンをとり、精製して葛切りや葛餅の原料と
して使われました。飛鳥時代の庶民の住居
跡からその名残が出土しています。また当
時から現代に至るまで、風邪薬として珍重
され、発汗、鎮痛に効能を発揮しています。
葛の蔓は繊維が強いので、薪をしばる縄と
しても利用されてきました。繁殖は花粉で
はなく、根っこを張り巡らせて行います。一
度根着いたら退治することは難しく、雑草
としてはかなりの厄介者です。花言葉は、
「活力」「芯の強さ」「治癒」です。
（Ｔ・Ｎ記）

今年もあっという間に半年が経ち
ました。なんとなく「同じような
日々を送っていては、もったいない！」と
思いつつも、何も動き出せなかった私を、
先日、友人が大阪松竹座の歌舞伎に連れて
行ってくれました。場違いなサンダルで来
たことに後悔しながら、こそこそと入場。
１本目は言葉が難しく、ほとんど理解がで
きませんでした。２本目でやっと、独特の
話し方に慣れきて、最後の３本目には感動
して涙がこみ上げてきました。新たな世界
に触れられたことで、残りの半年の刺激に
なりました。
(N・N 記)

