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●広報紙配布に係る地区役員合同会議を開催
さる 10 月 6 日、市立勤労会館会議室におい
月 15 日（月）第 63 号 1 頁
て、広報紙配布責任者、リーダー、理事ほか 49
名による合同会議が開催されました。
各地区から広報紙配布に係る苦労話や成功
事例等の現状報告があり、それらを踏まえて、
就業会員の安定確保策、緊急時対応など幅広
く意見交換を行いました。さらに課題解決に
向けて、事務局よりいくつかの提案があり、今
後の業務円滑化に向けての取組みの必要性を
確認する機会となりました。
地区地域班活動推進委員会委員長 山本敏雄

第 40 回にしのみや市民祭り開催
さる 10 月 24 日、恒例のにしのみやしみ祭り
が市役所周辺地域で開催されました。
手作りチーム、あいっこの会、男性小物グ
ループによる展示販売には多くの来店者で
賑わいました。また、
当センターのＰＲチラ
シやティッシュの配布
を行い、センター活
動を理解していただ
くことができました。
企画・広報委員会

●スポーツ施設世話役会を開催
事業推進委員会はさる 10 月 26 日「スポー
ツ施設世話役会」を開催いたしました。当日
は多くの世話役さんがご参加下さり、受付業
務においては日頃抱えている悩みや課題、改
善を望む事項などを率直に出し合い、活発な
意見交換が行われました。
各就業先施設の世話役さんが一堂に会する
のは今回が初めてでもあり、業務の質的向上
と共有化に向け有意義な交流の場となりまし
た。今後とも、事業推進委員会は顧客満足度
の一層の向上と業務の拡大を目指してまいり
ます。
事業推進委員会

…平成 27 年度上半期 会員数の動向…
当センターでは、平成 27 年度の基本目標
の一つとして会員数の増強を掲げていま
す。本年 3 月末の会員数 2,189 人に対して
9 月末時点では 2,201 人と 12 人の増加とな
っています。
当上半期の入会者数累計は 180 人で前年
同期比 28 人の増加となりましたが、退会者
数累計は 168 人で同じく 13 人の増加にとな
っています。近年、女性の入会希望者が増
える傾向にありますが、それ以上に家事援
助関連のニーズが高まりつつあります。目
標の 2,250 人は高いハードルです。会員の
皆さんには、お知合いなどへの声かけを積
極的にお願いします。
企画・
広報委員会

兵シ協事業推進大会の報告
さる 10 月 29 日、神戸新聞松方ホールにて
開催され、県内 34 センターからの会員が集ま
り、当センターからも表彰会員、理事、一般会
員の参加がありました。
永年活動に係る会員表彰では、当センター
から 40 名の会員が表彰されました。その他、
朝来市シルバー人材センターからの事例発表
や、日常生活活動能力を維持するための身体
活動の勧めについての専門家の講演など、有
意義なプログラムで構成されていました。
企画・広報委員会

兵シ協

安全適正就業強化月間 (11.1～11.30)

「点検は あなたを守る 命綱」
金曜日はベルマークの日
ご協力をお願いします。
社会参画推進委員会
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安全委員会からのお知らせ

「ぐるり西宮クリーンアップ 2015」実施報告

■各地区で救命講習会を実施

ひんやりと感じる秋の空気の中、合同清掃
“ぐるり西宮クリーンアップ 2015”が 10 月
31 日に開催されました。
対象地区は、夙川公園、武庫川河川敷、国
道 171 号線沿い、今津灯台周辺で、空き缶、
ビン、プラスチックなど回収したゴミは 95 袋
にのぼり、熱い思いのシルバー会員 326 余名
が心地よい汗を流しました。参加者の皆さ
ん、ありがとうございました。

10 月から 11 月にかけて、3 地区で救命講習
会が行われました。救急現場の状況判断、周り
への協力呼びかけ、心肺蘇生法や AED について
指導員から説明のあと、一人ひとりが体験しま
した。初めての参加者は少し戸惑うこともあり
ましたが、2 回、3 回の受講経験者は、さすが
にてきぱきとした動作ができ、
「体験」の意義を
感じることができました。体験者の皆様には、
「思いがけず遭遇！」という時、勇気をもって
周りの人と協力し行動をお願いします。
地 区
実施日
指導員
夙 川
10 月 17 日 村山・米谷
甲 東
10 月 17 日 礪波・高岡
塩瀬・山口 11 月 6 日 石塚・米谷

安全委員会

下坂

高岡

■地区別参加状況（総勢 322 名）

参加者

甲東

33 名

瓦木

57 名

12 名
17 名
14 名

中央

50 名

夙川

37 名

浜脇

45 名

鳴尾

39 名

三木

鳴尾南

35 名

津門・今

26 名

津

■交通安全教室の報告
11 月 6 日、西宮北口アクタ東館にて、西宮署
のご協力を得て、兵庫県警の「高齢者交通安全
教育隊（スタウス）」による交通安全講習会を行
いました。26 年度の死亡事故 182 人中 6 割近
い 103 人が 65 歳以上の高齢者が占めているこ
と。歩行中の事故であることなどから、
「いつも
の道でも「とまる・みる・まつの動作を必ずま
もる」、車道を渡るときは、
「必ずすべての車が
通りすぎてから渡る」ことなど、人間の視覚や
思い込みからくる事故の危険について学ぶこ
とができました。今回 34 名が参加され、スタ
ウスの寸劇や、
参加者が車道横断
のシミュレータで
の体験をするなど、
わかりやすく楽し
い講習会でした。

※なお、塩瀬・山口地区は 12 月 13 日
（日）に有馬川流域を地元青少年愛護協会
と共同して清掃活動に参加を予定していま
す。
【事務局からのお願い】 社会参画推進委員会
こんな時には、電話で事前予約を
事務局には、毎日多数の会員さんが職員と
の打ち合わせなどにお見えになります。電話
での事前予約がない場合、せっかく来ていた
だいても担当職員が外出中であったりして、
改めてご来訪いただく場合があります。
必ず電話で事前にご予約をお願いします。
センター無事故継続日数
就業中

9日

就業途上他

204 日

平成27年10月31日現在
編集：企画・広報委員会
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