
 

 

シルバー会員増強に向けた取り組み 

一昨年度末の会員数が 1,1５３名となり、過去最高となりましたが、その後 1,100 名は維持する

ものの、会員数が伸び悩んでいる状況です。 

昨年度末から会員増強の取り組みとして行った、市とハローワークの共催による「合同面接会」

と、「いきがい応援プラザ -ＨＯＴ-」とシルバーとの共催による「出張入会説明会」が、ともにキ

ッピーモール 6 階で開催され、シルバー事業の普及とともに、今後の入会者増加につながることを

ねらって参画しました。 

まずは、11 月 15 日（金）開催の「合同面接会」では、シニア層を対象とした相談ブースが設け

られ、「いきがい応援プラザ -ＨＯＴ-」とシルバーの担当者で、来場者

のご相談に対応しました。 

「現役引退後も何か役に立ちたい」「現役時代の経験を活かした仕事

がしたい」「再就職で頑張りたい」「高齢者の就業の現状を知りたい」な

ど、6 名の方がブースを訪れ、普段シルバーで聞くご相談とは違った思

いが伝わってきましたが、シルバーでの就業を通じた生きがい作りや、

社会参加、健康維持についてご説明し、入会の案内をしました。 

次に、11 月 19 日（水）開催の「出張入会説明会」は、事前の生涯

学習カレッジでのチラシ配布や、10 月に全戸配布した会報紙「Ｎｏｗ」でのＰＲ効果もあり、前回

の 7 月の参加者を大きく上回る、13 名の参加となりました。 

フリースペースをパーテーションで区切っただけの会場は、周囲のざわつきもありましたが、参

加者の皆さんは、メモを取られたりして、熱心に聞きいっておられました。 

パワーポイントによる説明の後、実際に

行っている仕事の内容や、仕事の紹介方

法、趣味との両立、配分金単価に関するこ

となど、かなり具体的な質問等があり、シ

ルバーについて関心をもっていただいた

のではないかと思います。 

当初は、10 名も参加者があれば御の字

かと思っていましたが、予想を上回る参加

者だったことで 12 月の入会者数に期待

が持てるところです。 

「出張入会説明会」は、2 月 21 日（金）にも予定していますので、友人・知人など会員の皆さ

んの周辺でお勧めできる方があれば、ご案内いただければと思います。 
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あかしあ台小学校 街角探検隊 

 １１月１日（金）１０時と１１時の２回に分

けて、あかしあ台小学校２年生１７名が事務所

にやってきました。 

毎年授業の一環で、近隣事業所を訪問し、そ

こで聞いたことを後日、みんなの前で発表して

いるそうです。子どもたちからは、「ここには何

人の人が働いていますか」「一番人気のお仕事は

何ですか」など、次から次へと質問がありまし

た。中には「働いている人は、マルハチに買い

物に行きますか」など、子どもならではの質問

も飛び出しました。 

子どもたちは東仲常務の回答を一生懸命書き取った後、次の事業所へと元気に出発してい

きました。 

 

光の子保育園 来所 

 １１月１２日（火）事務所の前にある、光の

子保育園の園児達が、毎月の屋内清掃作業と、

植木剪定・草刈り作業のお礼として、感謝状を

持ってやってきました。その感謝状には、「き

れいにしてくれて ありがとう」の文字と、紅

葉のイラストや似顔絵が描かれてあります。 

大野事務局長が受け取

ると、みんな揃って大き

な声で「ありがとうござ

いました！」と言ってく

れました。その後、仲良く

手をつなぎながら笑顔で賑やかに当センターを後にしました。 

感謝状は事務所２階の入り口すぐの掲示板に貼っていますので、ぜひご覧ください。 

 

防災訓練 初参加 

 爽やかな秋空の下、11 月 16 日（土）に三輪

小学校を会場とした、防災訓練が実施されまし

た。 

 昨年、市と締結した「災害時応援協定」により、

当センターも協力団体として、地域班の班長と役

職員による 9 名が、屋内、屋外の 2 班に分かれ

て訓練に参加しました。 

屋内では、簡易トイレや、段ボールベッド、パ

ーテーションの組み立て作業を市民の皆さんと

行い、屋外では、「避難住民」の小学生や市民の

皆さんを「炊出しコーナー」に誘導する担当で、

日本赤十字の方々が調理されたカレーが、テーブルの上からドンドンはけていきました。 

 午後からは、消防団による土嚢積みや、消防本部、自衛隊による見事な救助活動の見学と

なりましたが、今日の訓練が役立つ日が来ないことを願うばかりです。 
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 前田
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入会は平成 30 年

12 月です。 

当初、前田さんに

このインタビューの

申し込みをさせてい

ただいた時、「恥ずか

しいから、場所は自

分のクルマの中にし

てもらえないかな？」との相談を受けました。 

そのようなこともあって、失礼ながら、ご本人は

とてもシャイで引っ込み思案な方なんだろうか？と

思ってしまいました。ところが実際にお会いしてお

話を伺うと、話題は豊富だし、気配りができて礼儀

正しい、笑顔良しの実に見事なお人柄の方でした。 

シルバーでは現在、「ふれあいと創造の里管理事

務所」と「センチュリー大通り」のトイレ清掃作業

に就業されています。 

「ふれあいと創造の里」ではテニスやダンスなど

のクラブに通う御婦人方がよくこのトイレを利用さ

れていて「いつもきれいにお掃除いただいて、あり

がとう！」と声をかけてくださることがすごく嬉し

くて、ヤリガイになっているとのことです。 

「トイレの清掃は前職からの経験もあり、やり方

やコツは十分に分かっています。それに自分は何で

もトコトンやらないと気が済まない性格なので、見

えないところでも手をかけてきれいに仕上げます。

ピッカピカになるまで完璧にすることが大好きなん

ですわ！」とのこと。 

現役時代はタクシードライバーでした。運転歴は

５０年で無事故無違反の優良運転者のみに贈られる

「日本交通栄誉賞」を受賞されています。兵庫県警

本部長より表彰状とバッジを授与されたことが一番

の記念です。 

初めて乗った昭和 4０年ころでは三田市に信号機

がなかったそうです。「当時は氷上（今の丹波市）ま

でノンストップで地道を走りましたなぁ」と笑って

おられました。 

 最後に、この項のテーマ、「あなたが笑顔になる

時は？」とお聞きすると、「孫ですね。今年小学１年

生の男の子が、じいじ、じいじと慕ってくれます。

その笑顔を見ると、思わずこちらもにっこりしてし

まいます」とおっしゃっていました。  

 

 

11 月()度 平成 30 年度実績 令和元年度速報 

会員数（人） １，１３８ １，１１０ 

受 注（件） ２，１７６ ２，１５１ 

金額（千円） ３４９，４００ ３２９，４０9 

１２月１５日からの行事 

12/17(火)  9:30～ 総務財政部会 

 

12/18(水）10:00～ 仕事の相談日 

                    

12/20(金）15:00～ 理事会 

 

 1/10(金）13:30～ 入会説明会 

 

 1/15(水）10:00～ 仕事の相談日 

次回の配分金の支払いは 

１月１５日（水）です。 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介（順不同・敬称略） 

＊１９名の方が登録されました＊ 

 

 個人情報のため、お名前は伏せています。 

 

 

 

 

 

（Ｔ・N 記） 



 

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

漢字 あ・ら・かると  

     

         

  
 お鍋の恋しい季節です。週末の土・ 
日のどちらかの夕食はお鍋です。我 
が家はメタボ気味の夫の「お鍋は野 
菜がたくさん摂れて健康にいいのだ」 
との考えから、真夏でも汗をかきかお鍋を囲んでい
ます。（引かないでください） 
 やっぱりお鍋は冬の食べ物ですよね。身も心も温
まりお腹も満足。味付けも昔に比べると豊富にな
り、数年前にキューブ型のものが出てきた時には
「一人鍋」なるものを知り、お鍋は家族や友達など
で賑やかに食べるものと思い込んでいたのでちょ
っとした驚きでした。  
 私が好きな味はキムチと豆乳。キムチ鍋はメーカ
ーの違うキムチを味付けに使います。豚肉を最初に
ごま油で軽く炒めておくと、野菜と煮込んだ時にご
ま油の風味が出ておいしいです。豆乳鍋は豆乳に少
し味噌を加えるとコクのある出汁になります。 
 そして肌寒くなると、もう一つ温かさを感じさせ
てくれるのはネコ。２代目のネコを病気で亡くして
一年弱。ご縁があり 11 月末に保護ネコを迎えまし 
       た。そっと抱きあげるとあったかで 
       ニャンとも幸せな気持ちになりす。       
（A・O 記）          （A・O 記） 

  

 

◆車のタイヤが気になる季節です◆ 

 

 

  

 タイヤの性能保持は、運転者の安心に欠か

せないものであり、安全運転の基本です。そ

こで、タイヤ交換時に知っておいた方が良い

と思われる事を少し調べてみました。 

 

① タイヤの劣化原因 

タイヤは、走行中に発熱し変形をくりか

えします。当然ながら走行距離が多い程、

劣化します。更に加えて空気圧が適正で

なければ益々劣化が早まります。 

その他に傷やひび割れなど、要因は色々

ありますが、とりあえず走行距離と空気

圧はチェックしましょう。 

 

② 交換の目安 

タイヤにも消費期限があります。 

目安は、ノーマルで４～５年です。新品

で購入の際は、タイヤに表記してある製

造年を必ず確認して下さい。売れ残りタ

イヤには気を付けましょう。例えば、

2019 と記されていたら 2019 年の 20

週目ということです。（一例） 

 

③ タイヤの溝に注意 

法律上は、溝が 1.6ｍｍ未満のタイヤで

走行すると、道路運送車両法での違反に

なります。タイヤの溝は、路面との間の

水を排出する役目をしています。溝が無

いと雨の日にタイヤが道路から浮き上が

る ハ イ ド ロ プ レ ー ニ ン グ 現 象 が 起 こ          

り、大変危険で 

す。タイヤ側面 

の▲印（スリッ 

プサイン）に注 

意して時々点検 

して下さい。 

ご安全に…。     

 （S・O 記）    

 

 

 

 

今回は、スポーツの名前当てクイズです。 

漢字で書いた名前の意味は何でしょう。 

線で結んでみてください。 

野球（やきゅう）              サッカー 

拳闘（けんとう）             ピンポン 

羽球（うきゅう）              ボウリング 

蹴球（しゅうきゅう）            バドミントン 

卓球（たっきゅう）           ラグビー 

十柱戯（じゅっちゅうぎ）         ベースボール 

庭球（ていきゅう）           ボクシング 

闘球（とうきゅう）             テニス 

撞球（どうきゅう）           ビリヤード 

野球（ベースボール））、拳闘（ボクシング）、羽球（バドミ
ントン）、蹴球（サッカー）、卓球（ピンポン）、十柱戯（ボ
ウリング）、庭球（テニス）、闘球（ラグビー）、撞球（ビリ
ヤード）                （Ｔ・Ｎ記） 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

・     ・ 

～安心は安全につながり、お得かもです～ 


