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≪平成 25 年度 定時総会の報告≫
平成 25 年度定時総会が 5 月 31 日（金）午
後 1 時 30 分から、会員約 330 名出席で、勤労
会館ホールで開催されました。議案に入る前

≪清掃ボランティア各地区で実施≫
津門・今津地区
5 月 8 日（水）今津灯台海岸にて、会員 30
名が、広範囲な海岸の草引きやゴミ掃除を実

に 94 名の永年（入会 10 年）会員表彰が行わ
れました。議事では平成 24 年度事業報告、平
成 25 年度事業計画の報告があり、平成 24 年
度決算報告及び監査報告、役員の選任などが
承認されました。

施しました。9 時に班別集合後、他の班会員
との交流を図りながら、作業を進めました。
また、
「宮っ子」編集者の取材があり、写真撮
影等で、当センターの PR に努めました。収集
の成果は 28 袋（45ℓゴミ袋）になりました。
サブリーダー 橋本 宏一
夙川地区
5 月 17 日（金）午前 10 時から 12 時までの
2 時間に亘って、銀水橋から JR 高架北までの
夙川公園両岸約 3km を清掃しました。当日は

理事の選任では、中央地区の理事が退任さ
れ、新理事には宮田勝氏。欠員となっていた
鳴尾南地区の新理事には山上忍氏が選任され
ました。また常務理事の木村清一氏が退任さ
れ、後任には中条正英氏が選任されました。
退任された理事の皆様には、長きに亘りセ
ンター事業にご尽力賜り心から感謝申し上げ
ます。

好天にも恵まれ 38 名の会員が参加し、可燃
塵、不燃塵合わせて 10 袋を収集しました。終
了後は、若葉の下、会費制の懇親会に 28 名が
参加しました。
互助委員 古田 雅俊
瓦木地区
5 月 18 日（土）午前 10 時 50 分、山手幹線
大屋町交差点に集合し、今津西線に向けて清
掃を開始。初夏の日差しの中、74 名の参加者
は南北歩道に分かれてゴミの多さに驚きなが
らも、空き缶やたばこの吸い殻、雑草の抜き
取りなど清掃活動を行ないました。１時間か
けて 47 袋のゴミを集めました。
互助委員 井上 英之
甲東地区
5 月 18 日(土)9 時 30 分より会員 35 名により、
武庫川河川敷緑地（西側）でボランティア清
掃を行いました。当日は天候にも恵まれ、体

なお、閉会後はフレンテホールにて懇親会
が行われ、約 120 名の会員が参加しました。
女性グループのサックス四重奏によるモーツ

操で身体をほぐした後「ゴミ収集」に軽く一
汗。ゴミは少なく１時間余、会員同士の会話

アルトの名曲やグレンミラーのジャズを楽し
みながら、にぎやかな語らいのひとときを過
ごしました。

を楽しみながらの収集活動でした。
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≪安全委員会からのお知らせ≫
■7月は安全・適性就業強化月間です

≪西宮市の健診を受け健康管理を…≫
当シルバーが全戸配布しました「西宮市のけ

○7月1日～31日
全ㇱ協の「安全・適性就業強化月間」
○7月1日～7日
国の「全国安全週間」
全国統一スローガン
「安全は 一声かける ゆとりから」
梅雨入りしたものの、暑い日がつづき、体
調を崩しやすいこの頃です。体調がすぐれな
いと注意力も低下します。ちょっとした不注

んしんのご案内」は皆さんも目にされたと思いま
す。高齢者のための無料健診メニューがありま
すので、ぜひ受診し健康管理をしてください。
★７４歳までの方は国民健康保険特定健康診査
★７５歳以上の方は西宮市長寿健康診査
いずれも対象者には４月に紫色の受診券が送
られています。この受診券と健康保険証を持参
して診療所等で受診ください。診療所によって
は受診できる時間が異なることもあるので、事前

意から就業時、就業途上の事故は後を絶ちま
せん。ほとんどが注意していれば防げた事故
です。ご自身で、また会員同士で一声かけあ
って事故のないように心がけましょう。

確認が必要です。もし受診券が見当たらない場
合、健康保険の担当部署へお問合せください。
≪女性ネット委員会「文月の集い」≫
○日時:7 月 5 日（金）13:30～15:45
○場所:中市民館 1 階(センターから南へ 5 分)
○会費:300 円（茶菓代など）
○締切日:6 月 25 日(火)
※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。

■救急救命講習会
○日時：6 月 27 日（木）午後１時半～4 時
○場所：センター２階 多目的室
※詳細は同封の案内チラシをご覧ください。
■「チャレンジ 100」で表彰状を受ける
平成 24 年度無事故・無違反運動「チャレンジ
100」に参加したチーム（10 人）が、運動期間中の
10 月 1 日から 100 日間、チーム全員が無事故・
無違反を達成し、表彰されました。これを励みとし
て、皆さんで交通ルールの遵守とマナーの向上
に努めていきましょう。表彰状は、センター玄関
奥に掲げています。

≪かぶとやま荘・みはらしのご案内≫
５周年を迎えた【みはらし】にご来店を!
独自事業として、志高く(?)「一つ星レスト
ラン」を目指して開業した食事処【みはらし】
は、この５月で５周年を迎えました。現在、
スタッフは男女会員 11 名。「高齢者にやさし
い食事(無農薬野菜料理)の提供」をコンセプ
トに、知恵を絞りながらご満足いただけるお
もてなしに努めています。 (スタッフ一同)

センター無事故継続日数
今日で

就業中
就業途上他

3日
≪クリエートにしのみやで作品展≫
ららぽーと甲子園の「クリエートにしのみ
や」で、手づくりチームの作品の展示販売、
また、同好会の作品を月替わりで展示してい
ます。(10：00～18：00 水曜日 定休)
■只今開催中 6 月 25 日（火）まで
「書道サークル展」
■ 6 月 27 日(木）～7 月 30 日(火)

129 日

平成25年5月31日現在
リニューアルしたホームページを
ぜひ、ご覧ください
センターのホームページのリニューア
ルを進めてまいりましたが、5 月 24 日よ
り新しいホームページをアップロードし
ました。ぜひ、ご覧ください。

絵画同好会「ぎんが展」
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