安全で

生かせシルバーの

知恵と技

2014 年 5 月 20 日（火）第 105 号 1 頁
号1頁

月
報

シルバー人材センター
月 15 日（月）第 63 号 1 頁

≪第 2 次 中期計画要約版を≫
3 月末理事会で第 2 次中期計画が承認され、
現在その１計画書の印刷にかかっています。前
もって要約版を同封していますので、お読みく
ださい。

≪平成 26 年度 定時総会開催について≫
平成 26 年度定時総会は、5 月 29 日（木）午
後 1 時 30 分から勤労会館ホールで開催されま
す。議案は下記の通りです。
【報告事項】
平成 25 年度補正予算、平成 25 年度事業報告
平成 26 年度事業計画、平成 26 年度収支予算
平成 26 年度補正予算
【決議事項】
平成 25 年度計算書類及び財産目録
理事、監事の選任
理事長に対する権限委任
また、議事の前に永年表彰が行われます。
皆様のご出席をお待ちしています。

≪就業の登録制を順次行います≫
同封の「お仕事のご案内」に「スーパーのカ
ート整理」
「高齢者、子育て世帯の支援」
「お墓
掃除」の登録内容を記載しています。やってみ
ようと思われる方は電話で申し込みください。
≪独自事業英語初級クラス NEST takeoff≫
新たな独自事業として「英語初級クラス
NEST（ネスト＝心地よい集い）」が会員有志の
尽力により 4 月に旗挙げされました。当面は社
会人向けの「ワンコイン教室」として運営しま
す。受講生枠にはまだ余裕があるそうです。

≪組織検討会議(プロジェクト)発足≫
4 月 7 日、新しく「組織検討会議」が発足し
ました。構成メンバーは、会員理事、常務、会
員の 7 名と事務局です。本会議はセンターの本
来の在り方を研究し、各組織がより効率的、効
果的に活動できるよう改善して行くことを目
的としています。この改善が会員拡大と就業拡
大につながり更なる事業の発展を目指すもの

≪大盛況の“広田山荘 春のイベント” ≫
4 月 8～12 日に開店しました喫茶「カフェ
ド・ヒロタ」、そして、13 日の神戸女学院大学
茶道部の皆さんのお点前による「シルバー市民
大茶会」には、目標を上回る大勢の市民の皆様
が来られ、春のくつろぎのひとときを楽しんで
いただきました。

です。
≪配分金支払いは 20 日に伸びましたが
就業報告書の提出は就業終了後すぐに≫
5 月から配分金支払い日を 20 日に変更させ
ていただきましたが、その分就業報告書もゆっ
くり出せばいいとお考えの方は間違いです。就
業終了後直ちに提出いただかなければ変更し
た意味がなくなり事務局はパンク状態から抜
け出せません。よろしくお願いいたします。

≪人事異動≫
3 月 31 日付
（退職）
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≪安全委員会からのお知らせ≫
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≪コバノミツバツツジ咲く下で中央地区

■平成２５年度事故発生状況（概要）
傷害事故は 11 件で、前年度 17 件より 6 件減
少。このうち就業中の事故は 9 件ですが、不可
抗力のもの２件を除いては不注意が事故の要
因となっています。「安全就業必携ハンドブッ
ク」を常に身に付けて、就業前に「安全就業の
心得 10 ヵ条」を復誦しましょう。
〈就業中の事故〉事故９件の内、不可抗力のも
の１件を除いては、階段の踏み外しやムリな姿

「広田の杜清掃」に 50 名が参加≫
さる 4 月 21 日(月)、県の特別記念植物に指
定されているコバノミツバツツジ満開の下
で、恒例の中央地区「広田の杜清掃」を実施
しました。参加者は 50 名。5 つのグループに
分かれ、公園内を丁寧に清掃。清掃後は、廣
田神社の権襺宜・廣田和也さんによる廣田神
社の歴史、コバノミツバツツジが愛されてき
た歩みについても分り

勢、あるいは作業状況の判断ミスなどが要因。
〈就業途上の事故〉事故２件の内、自転車事
故１件については不可抗力ですが、いずれも交
差点あるいは横断歩道で発生しています。とく
に道路を横断する場合は、
「止まる」
「見る」
「待
つ」を徹底しましょう。
〈賠償事故〉賠償事故は３件で、前年度より１
件増えています。屋外作業２件については、作
業周辺への配慮不足が要因であり、屋内作業１

やすいお話を頂戴しま
した。有意義な清掃と
お話に加えて、中央地
区が「今後も守って行
かなければ…」と、会
員の気持ちが一つにな
った一日でした。

件は不慣れによる判断ミスと思われます。
※事故の詳細は、同封の事故発生状況一覧をご
覧ください。

4 月号でベルマークを宮城県南三陸町の伊
里前小学校に送ったことをお伝えしました
が、3 月 26 日付けのお礼状に引き続き、改め
て村上校長より丁重なお手紙が届きました。
生徒達の写真入りのお礼の色紙も同封されて
いました。 （互助委員会ベルマーク分科会）

《安全就業スローガンの選考結果》
兵シ協から審査の結果の連絡があり、当セン
ターが推薦した３点については残念ながら選
考から漏れました。兵庫県内 20 センターにお
いて、応募総数 1,277 点の中から 52 点の推薦

≪手作りチームの展示販売のご案内≫
4 月 24 日～ 25 日の 2 日間、門戸厄神駅前

があり、以下の最優秀賞、優秀賞各１点、佳作
３点が選ばれました。
最優秀賞「点検は あなたを守る

命綱」 （豊岡）

優秀賞「ちょっと待て 安全確認

今一度」
（西脇）

佳

宝物」 （伊丹）

作「身に付いた 安全意識が

「危険予知 安全意識の 積み重ね」
（たつの）
「気の緩み 心の隙間に

≪伊里前小学校から再度お礼状！≫

潜む事故」
（豊岡）

の「じゅとう屋 別館 J-SPACE」で手作りチー
ムの作品展示即売会を実施。約 100 名のご来
客があり、売行きも上々。ご好評に応え、5
月も以下の日程で行います。会員の皆様もぜ
ひ足をお運びください。
●日時 5 月 29 日(木) 10:00～17:00
5 月 30 日(金) 10:00～17:00

センター無事故継続日数
今日で

就業中

22 日

就業途上他

109 日
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