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第７回

理事会開催

去る、２月２１日（金）に、第７回理事会が開催されました。定例の報告事項の後、各部会、委員会か
ら協議事項として、規程、要綱等それぞれ現状に応じた提案がありました。
まずは安全適正就業推進委員会より、近年の事故発生状況、会員の高齢化、事故後の再発防止に向けた
取り組みとして、
「安全就業基準」や「作業別安全基準」
「ペナルティに関する基準」更に、
「適正就業審議
会設置要綱」などの改定が提案されました。
車両運転の注意事項をはじめ、安全就業に関してより細かな項目が見直され、安全就業を怠って賠償事
故を発生させた場合のペナルティに関しても、個人に責任を負わすためではなく、事故の状況に応じて柔
軟に判断できるようになっています。
次に業務部会からは、これまで一切規程等が制定されず、曖昧な状態で運営してきた独自事業に関して、
事業開始の承認から、事業計画及び報告等書類の提出、本体経費の負担に関する考え方、運営状況に関す
る改善や指摘事項等を盛り込んだ、運営要綱が提案されました。
今回の提案で、年度毎の事業実績、運営状況によって、事業の継続を判断することとなります。
続いて福利厚生部会からは、部会の運営に関する要綱等の改定や、新たな内規が提案されました。
新規作成された「サークル等活動に関する内規」では、サークル等の設立、解散の手続きや、活動に関
する書類提出などが定められ、組織的に活動状況が把握できることとなっています。
独自事業に関する要綱に関しては、再度見直しが必要とされましたが、その他の提案に関しては、承認
を得ることとなりました。
更に協議事項として、本年度の決算見込みが事務局より説明され、本年度は、民間企業の実績が落ち込
む傾向でしたが、新たな受注も増加していることから、当初の予想より減少が少なく、支出も抑えられて
いることから、決算としては収益が発生する見込みです。
よって、それに相当する補正を行うことが提案され、承認を得ました。

サークル・同好会の運営に関する規程等の説明会
２月１７日（月）に、理事会での提案の前に、各サークル・同好会の代表者に集まってもらい、これま
で曖昧だった、サークル等の活動について定めた規程等の説明会を開催しました。
説明会では、３つの要綱等の説明があり、主に「サークル等活動に関する内規」に対して丁寧に説明を
行いました。特に、今まで任意の様式で提出されていた関係書類を、今後は所定の様式で提出していただ
くことや、助成金の使い方、センター外での活動報告などをより明確にしました。
各サークル等からの理解を得て、今後は福利厚生部会で活動状況を把握できるとともに、より円滑な活
動ができることと思います。

合同面接会

参加

2 月 13 日（木）12：30 より、キッピーモール 6 階多目的ホールにて、本年度 2 回目の「合同面
接会」が開催されました。
新卒の求職者から高齢者の再就職まで、対象年齢が幅広く多数の参加者が望まれるところですが、今
回は時期的な状況もあってか、参加者が前回の半分程度と少なかったようです。
会場の一角に、
「生きがい応援プラザ HOT」の担当者と共に相談窓口を構え、高齢者の悩みに応じま
すが、求職者が対象とあって就職を希望する人が多く、高齢の親の介護をしなければならないとか、現
在の仕事が 3 月末で終了するため、次の職場を探さなければ生活できないなど、必要に迫られて求職し
ている人が今回は多く見られました。
様々な窓口や機関を利用して、就業機会を得たいという思いが伝わり、65
歳以上を対象としたある調査で、
「何歳になっても就業を希望する」が、80％
になった結果も頷けます。
シルバー人材センターでの就業は雇用を前提としませんが、今後は単に「就
業機会を得る」と言う目的で、入会者が増える傾向になるのかも知れません。

新型コロナウィルスによる就業への影響
新型コロナウィルスにより、イベント中止、学校の休校、テレワークの推奨など、大規模な対策が行
われ、各地で影響が出ています。
会員の皆さんの就業についても、密閉した空間での作業、不特定多数の人と接す
る業務などで、感染が心配されたり、就業先自体が休業になったり、予防対策のた
めのマスクや、消毒薬の確保が困難であったりと、不安な点や、いろんな影響が出
ると思われます。
感染が心配される就業先で、就業を休むことを希望される場合は、先ず事務局に
ご連絡いただき、担当職員が発注者側と相談した上で、対応させていただきます。
発注者側の判断で、就業が一時ストップされる場合は、その旨ご了承いただきますようお願いします。
予防対策のためのマスク、消毒液等は、全国的に不足しており、まとまった数量を確保、支給するこ
とが困難な状況をご理解のうえ、各自で確保いただくようお願いします。
このような事態ではありますが、ご自身の都合や判断により、突然、就業を止めたり、休んだりする
ことのないよう、ご連絡、ご相談いただきますようお願いします。

素人集団

毎月発行している「シルバー・エコー」の、編集スタッフを下記の要項にて
募集します。
編集経験のある方、文章作成等がお好きな方・・・興味のある方は事務局ま
でご連絡ください。
（担当：長田・大野）
〇パソコンのワードによる文章作成や編集作業ができる人
○場合によって、取材などに出てこれる方。
○男女、年齢不問。
○月に３回の編集会議を行います。
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3 月１6 日からの行事
3/19(木) 13:30～ 理事会
4/15(水) 10:00～ 仕事の相談日
4/10(金) 13:30～ 入会説明会
コロナウイルスのため日程変更もあります。電話で
お問い合わせください。
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次回の配分金の支払いは
４月１５日（水）です。

2 月度

平成 30 年度実績

令和元年度速報

会員数（人）

1,151

1,118

受

2,560

2,522

注（件）

金額（千円）

459,996

440,700

新入会員紹介（順不同・敬称略）
＊10 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。
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入会は平成
３０年５月で、
植木剪定班に
所属されてい
ます。６年ほど
前に、義母と孫
と、どちらにも
行きやすいか
らと三田に引
っ越してこら
れ、友人から紹
介を受け、シル
バーに入会されました。
夫婦で週に１回、９２歳の義母に会いに施設へ行
き、一緒に食事をしたり、手芸をしたりと穏やかな
時間を大切に過ごされています。「認知症が進んで
きて、僕たちのことも分からない時がありますが、
元気で過ごしているのが嬉しいね、と夫婦で言って
いるんです。」とおっしゃっていました。
また週に３回、近隣に住んでいるお孫さんを保育
園まで、車で送迎されています。「送迎中に色んな
話を上手にしてくれて、とても楽しい時間なんです。
でも、再来年に小学生になるので、それを思うと寂
しいです。」とおっしゃっていました。
名古屋には、中学生と高校生のお孫さんがおられ、
「２人の成長をそばで見られないことが残念。」と
おっしゃっていました。中学生のお孫さんは、部活
で野球に熱心に取り組んでいます。一方、高校生の
お孫さんは、アイドルとして活躍されており、「芸
能界という知らない世界にとても心配していますが、
活躍している姿が嬉しいし、応援してくださるファ
ンがいてくれることが大変ありがたいです。人気が
あるようで、チケットを取るのが大変ですが、一度
はライブに行ってみたい。」と何枚もの写真と一緒
に話してくれました。３人の成長を１日でも長く見
守っていきたいと、筋トレをしたり腸活をしたりと、
健康維持にはかなり気を付けておられます。
最後に、笑顔になる時はどんな時ですかとお尋ね
すると、「孫です。孫がかわいくてかわいくて仕方
がありません。孫の成長が何よりの喜びです。今、
保育園に通っている孫の花嫁姿を見るのが僕の夢な
んです。」と目尻を下げて、おっしゃっていました。
（Ｎ．N 記）

折々の野鳥 アカハラ
◆

自転車保険について

◆

シルバーの仕事での交通手段として、買い物
で、運動でと自転車を利用する機会は多いと思
います。
不幸にも自転車事故を起こすと損害賠償額が
高額になる場合があります。約１億円という判
例もあり、無保険ではとても対処できません。
最新のデータでは兵庫県の保険契約率は７
１．５％です。シルバーの皆様のなかでも無保
険の方もおられるのではと思います。また契約
したものの、自動更新がなされず無保険状態に
なっている場合もあります。そのような方のた
めに賢い自転車損害賠償保険の掛け方を検討し
てみましょう。
① 保険金額：1 億円できれば２億円 複数契約
も可能
② 保険料 ：年間千数百円から（保険金額や
特約により変動）
③ 保険種類：単独の自転車保険に加入するか、
自動車保険や傷害保険に特約と
して付ける
④ 保険会社：民間の損保、全労災や交通安全協
会等
⑤ 注意点 ：自分で示談交渉するのは難しいの
で、弁護士費用特約や示談交渉特
約を付けた方がよい。また契約し
た日や、支払いをした日から付保
されないものもあるので有効と
なる日までは慎重に運転します。
保険料は内容にもよりますが、年間千五百円
で補償額３億円と格安のものもあります。自分
の身や家族の生活を守るため必ず加入するよう
にしましょう。そして自転車利用の際は
・ルールを守って、安全に運転しましょう
・ヘルメットを着用しましょう
・適切に整備・点検をしましょう
（H・Y 記）

何しとん？みたい
な顔でこちらを見
ています。アカハラ
です。
分類はすずめ目
の仲間で、ツグミ科
ツグミ属で、胸から
わき腹が赤茶色、背
中は青グレーです。オス・メス同色ですが、メ
スの方がやや淡いようです。
体長は約 24 ㎝で、4 月から 5 月にかけて、
大きな声で長時間さえずります。鳴き声はキャ
ランキャラン チリリ、ピルル、キュルル、シ
リシリ。さえずるのは他の鳥と同じくオスで、
メスの関心を引くためです。
雑食ですが、動物食が主です。ミミズや昆虫
類を好みます。このため落葉の下に隠れている
獲物を探すため、落葉の下に口を入れて葉をひ
っくり返します。「落ち葉返し」です。
本州以北の山地や東北、北海道の林で繁殖
し、秋冬は積雪のない地域に棲みます。
（Ｔ・Ｎ記）

結婚して間もなく、夫の転勤で松本に行くことに
なり、3 年間を過ごしました。引っ越しをしたのは
９月でした。マンションの北側には、頂上に雪を残
した北アルプスが、真っ青に澄み切った空を突き刺
すように雄々しくそびえ立っていました。窓が枠に
なり、1 枚の絵画みたいでした。
すぐに冬がやってきました。北側の部屋に飾って
いた花瓶の水がカチコチに凍り、洗濯物もベランダ
に干したとたんパリパリになりました。新潟出身の
人が「松本は雪は少ないけど、鼻水が一瞬で凍るく
らい寒い」と笑って話していました。2 月 3 月は雪
の降る日が多く、一晩で車の屋根にこんもりと積も
り、雪降ろしが毎朝の日課でした。部屋から眺める
景色は白黒の墨絵のようでした。
長い冬が終わると春です。白黒の世界からカラフ
ルな世界へ。山も草木も花も空もすべてのものが色
づき輝いていく様子は、本当に
きれいで自然の営みの力強さを
感じさせてくれました。
幼いころから何度か引っ越し
をしてきましたが、松本の春は
忘れられません。（Ａ・O 記）

