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トリプル選挙で会員奮闘！
7 月 21 日（日）は、
「参議院議員選挙（小選挙区・比例代表区）
」
「三田市長選挙」
「三田市議会議員補欠選挙」と、史上稀に見るトリプル選挙となりました。
以前から、市の選挙管理員会からの依頼を受けて、選挙関連の仕事をしています
が、今回はトリプル選挙ということで、かなりな作業量となりました。
先ずは、市広報紙を配布していることで行っている、選挙関連の広報紙配布が、
7 月上旬の「めいすいだより」に始まり、参議院議員選挙、市長選挙、市議会議員補欠選挙の広報誌が次々
と納入され、その都度、仕分け作業、引き取り、配布が行われました。
ちょうど梅雨の時期でもあり天候の悪い日も多く、天気と相談しながら配布された会員さんも多いと思
いますが、それぞれの期日中に無事配布作業を完了させることができました。
次に、前回の県議会議員選挙から加わった、選挙関連事務用品の事前確認業務、投票箱等器材運搬作業、
ポスター掲示板の設置状況確認作業があります。
中でもポスター掲示板設置確認作業は、決められた期間中に、市内のすべての掲
示板 265 カ所を回り、写真撮影と共に、杭や番線の固定状況を確認し、不具合の
ある場合は市へ連絡を行い、設置業者が修正作業を行った後に、再確認を行うとい
う、手間暇のかかる作業となっています。
従来からの、のぼり・横断幕等の設置・撤去作業、各投票所の投票箱や、土足で入室できるための養生
シートの設置・撤去作業、開票会場への投票箱等の持ち込み作業などなども、いつもより取り扱う数量が
多く時間がかかりました。
更に投票日以降にも、事務用品返却確認業務や、投票所から撤去された資材処分の立
ち合いなどを終え、ようやく全ての作業が完了することとなりました。
今回の選挙は、新聞の記事にもあったように市職員の負担も大きく、シルバー会員
が、陰の力となって、いくらかお役に立てたのではないかと思います。
それぞれの作業に期日があり、日程的にもなり窮屈だったと思いますが、就業に関わ
られた２００名近い会員の皆さん、本当にお疲れさまでした。

ホロ苦「出張入会説明会」((+_+))

三田市いきいき高齢者支援課との共同で行う「出張入会説明会」が、7 月 23 日（火）キッピーモ
ール 6 階のフリースペースで開催されました。
前回は 4 名の参加で 3 名が入会となり、今回の参加人数がそ
れを上回るかどうか、期待と不安が半々入り乱れるところでした
が、開始前に来られたのは男性 1 名のみ・・・・ＰＲ不足が原因
かと思いますが、ちょっとさみしい人数となりました。
参加人数で説明内容が変わることはありませんので、通常の入
会説明会と何ら変わることの無い内容を一通り説明した後、質疑
応答になりました。
やはりそこは 1 名なので、込み入った質問にまでお答するこ
とができ、いつも以上に理解を深めてもらったので、入会を期待したいところです。
次回は、１１月１９日（火）を予定しています。

三田まつり
8 月 3 日（土）第 41 回「三田まつり」に、シルバー人材センターのＰＲを兼ねて、理事と事務局
が例年通りバザーに出店しましたが、今回は、出店場所が「おまつり広場」から、市役所前の「芝生
広場」に変わったことや、新たに「枝豆」も販売するなど、今までとは違った状況なので、どれくら
い売れるのか、ちょっと不安な感じでのスタートとなりました。
夕暮れとともに徐々にお客さんが増えはじめ、18 時頃からは途切れ
ることなく列ができ、まずは 1 カップ 100 円で販売した「枝豆」完
売となりました。
その後も「フランクフルト」は、休憩することなく売れ続けて、気が
付けば販売終了時間の 20 時に、ちょうど完売となりました。
猛暑のなか、販売に参加いただいた皆さん、お疲れさまでした。

「第１回

シルバー感謝祭検討委員会」開催される

「シルバー感謝祭」の運営について、地域班長や独自事業、サークル等の主だったメンバー６名と、
事務局で構成された検討委員会が立ち上げられ、根本的な見直しを行うこととなりました。
先ずは、第１回の感謝祭開催からの会員の関わり方や、会場選定に関すること、その後規模が大き
くなった経緯などを、事務局が説明しました。
現在抱えている課題は、会場や駐車場の選定、会員や事務局の負
担、経費関係、会員の発表の場の確保など多岐にわたり、昨年度ま
でと同様の開催をすることは困難な状況です。
次回は、課題に関する改善点や、会員や事務局の負担の見直しな
どを話し合い、
「シルバー感謝祭」として存続するかどうかの検討
を行っていきます。
あと２～３回の開催を予定し、検討結果を理事会に報告することとなります。

8 月 15 日からの行事
8/21(水) 10:00～

8/27(火) 9:30～

仕事の相談日
担当者と相談しながら新しい
ことにチャレンジしませんか

かねつき

はるこ

金築

晴子

さん
入会は平成３０

福利厚生部会

年１２月です。現
在は、除草班が撮

9/13(金) 13:30～

入会説明会
未加入の方への声かけをお願
いいたします

影した現場写真の
整理と、毎年１０
月中旬に発行して
いる広報誌「NOW」

9/18(水) 10:00～

仕事の相談日
どなたでもお待ちしています

次回の配分金の支払いは
9 月 13 日（金）です。
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１，０９９
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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

の編集委員をされ
ています。
入会のきっかけ
は、おしゃべりサ
ロンに参加したこ
とでした。
「何か新しいことを始めたい」と思ってい
たものの、入会するか悩んでいた時に、おしゃべり
サロンで色んな方と話したことで知り合いが増え、
入会する決意ができたとのこと。
そもそも、金築さんは色々なことに興味がある方
なんですが、特に、手芸や絵を描くことがお好きだ
そうで、教室に通われています。しかし、３年前に
お孫さんが誕生してからは、趣味もそこそこで、お
孫さんが可愛いくて可愛くて、しょうがないとおっ
しゃっていました。
先日、七五三の写真撮影をしたときは、衣装に合
うように、趣味の手芸を活かして赤やピンクの着物
の生地で、髪飾りを作ってあげたそうです。
「今から
は、幼稚園のバッグや服なども作ろうと思っている
ので、大忙しなんです。」と、楽
しそうにおっしゃっていました。
笑顔になるときは、どんな時で
すか？とお尋ねすると、携帯電話
の中に入っているお孫さんの写
真を見ながら、「やはり、孫です
ね。孫の写真を見ているだけでも
笑顔になっちゃうので、孫に会っ
たときは、ずっと笑顔になってい
ると思います。本当にかわいいで
すね～。」と、ず～っとニコニコ
と話されていました。
（N・N 記）
金築さん 作

折々の花

エアコンの節電についてのお話
夏、エアコンは家庭の消費電力の大きな割合
を占めています。「設定温度を上げる・フィル
ターを手入れする」などは、皆さんも既にされ
ていると思います。そこで今回は、節電につい
て少しだけ突っ込んで調べてみました。
家電のスイッチを小まめに消すというのは節
電の定番です。しかし、エアコンの場合はその
限りではありません。実は、エアコンは立ち上
がる時＝起動時に大きな電力が必要になりま
す。その為、短時間での ON－OFF はかえって電
力を消費してしまうこともあるようです。例え
ば最新の省エネエアコンの場合、安定時の最小
消費電力は概ね２００W 以下ですが、起動時の
最大消費電力は９００W 以上になります。従っ
て、エアコンを消して再び起動電力を使うより、
１時間程度なら点けたままの方が節電になるよ
うです。只、昼間の電源 OFF はピークシフトに
は有効ですし、使用中のエアコンの性能や外気
温度・室内温度など条件次第ですので一概には
言えません。
しかし、短時間で ON-OFF を繰り返すより、朝
や帰宅時に点ける時間を３０分遅らせ、出かけ
る時や寝る前には３０分早めるなど、使い始め
と終わりの時間を使い分ける方が効果的だと言
われています。
最近、高齢者のエアコン不使用がよく話題に
なりますが、異常な気象状況が多発している昨
今ですので、無理は禁物です。体調を考慮しつ
つ、安全第一で節電に取り組んで下さい。
「節電も、節約も、命有ればこそ」ですヨネー・・・
（S.O 記）

今日は、
阪神勝つかな？

ヘクソカズラ（屁糞葛）

「まぁ、なんとお下品な名前ざんしょ！」と非
難されそうです。今までにも可愛らしい名前に変
えよう、との動きがあり、花の姿から娘さんが田
植えのときにかぶる帽子にみたて、「早乙女葛サ
オトメカズラ」、また花の色や形から「灸花ヤイ
トバナ」が提案されましたが、定着しませんでし
た。元々の名前の由来は葉を揉んだり、茎を折る
とそのものずばりの悪臭がすることから命名され
ました。
古くは万葉集にも登場します。
【巻１６高宮王・サイカチに
延（は）ひおほとれる糞葛
（くそかずら）絶ゆることな
く宮仕えせむ】
意訳・サイカチの木にからみ、まといつくクソカ
ズラのように、私はいつまでもお仕えしましょう
…万葉のころは糞葛と呼んでいました。後代、ヘ
クソと言ったようです。
原産地は日本や中国南部で、インド、東南アジ
アなどに分布します。アカネ科ヘクソカズラ属の
つる性多年草です。
夏になると、道端の垣根や植え込みなどにつる
を伸ばしてからみつきます。なかなか根絶しにく
い厄介な雑草です。
花言葉は、「人嫌い」「意外性のある」「誤解
をときたい」です。
有川 浩著「植物図鑑」（幻冬舎文庫）はこの
花の登場からラブコメディが始まります。EXILE
岩田剛典と高畑充希が共演する映画「植物図鑑
運命の恋、ひろいました。」にも登場します。
（T・N 記）

先日、買い物をしに３日間、韓国に行ってきま
した。韓国では、通常のお店以外に卸売モールが
２０時と２４時に開店します。そこでは、ブラン
ドもどきの洋服・バッグ・靴・アクセサリー等々
が大量に破格の値段で売られています。開店時間
の遅さも驚きですが、さらに、店頭販売をしなが
ら店員が商品を着用し、携帯でネット販売も同時
にしているのです。しかも、お客さんもネット販
売をしながら買い物をするので店内がとても賑や
かで、争奪戦になっています。
日本との違いに驚きながらも、楽しくお得に買
い物ができて大満足でした。来月のカードの支払
明細にビクビクしながら、買った服を着て、日本
で買い物に行ってきます。（N・N 記）

