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第 50 回 西宮さくら祭参加報告
西宮さくら祭参加報告
4 月 3 日、夙川公園でのさくら祭は、花曇りの下、
絶好の花見日和となりました。今年は、市からの要
望もあり、センターＰＲコーナー、
「こども工作ひ
ろば」の他に、新たに「輪投げ・コマ回しコーナー」
を設けました。
センターＰＲでは理事と事務局職員がチラシ・テ
ィシュを配り、お仕事の説明を行いました。
「こど
も工作ひろば」では、子育てチームの会員さんが昼
食の間もないほど次々に集まる子どもさんたちに
「ジャンピングうさぎ」作りを教えていただきまし
た。輪投げは小さなお子さんには大好評で、コマ回
しでは、多くの子どもさんやお父さん方が集まり、
お世話いただいた会員
さんと腕を競い合うな
ど、たくさんの方々と
の交流ができ、有意義
な１日でした。

平成 28 年度事業計画の概要
安倍政権の掲げる看板政策において「1 億総活躍社
会」の実現に向けて、高齢者が働きやすい環境づく
りに関わる新規事業を相次いで打ち出しており、シ
ルバー人材センターも生涯現役を目指す高齢世代の
受け皿の一つとして大いに期待されています。
西宮市でも平成 29 年度から比較的軽度の介護対象
者に対し「介護予防・日常生活支援総合事業」に取
組む予定です。家事支援事業で実績を積んできた当
センターがこれまで以上に力を発揮できるものと思
われます。
このようなシルバー人材センターに対する多くの
期待に応えるためにもしっかりとした体制づくり
と、会員の拡大を図っていかねばなりません。第 2
次中期計画は 3 年目に入り、前年度スタートした新
たな組織体制も今年度からいよいよ本格稼働となり
ます。多様な就業開拓、就業グループの充実、地区

社会参画推進委員会

地域班活動の活発化、情報発信の強化等を基本方針
として事業の推進に取り組むと共に、全会員の英知

『女性の集い』
女性の集い』 開催報告
3 月 13 日、市役所東館 8 階ホールで、平成 27 年
度「女性の集い」が開催され、女性会員 46 名、男
性会員 8 名のほか、
非会員 8 名も加わり、
62 名の方々
に参加いただきました。
武庫川女子大学今村講師の健康講座、ひまわりエ
コーズの皆さんのリードによるダンス、藤本会員の
ギター伴奏によるコーラス、座談会など盛りだくさ
んの内容で大盛況のうちに終えることができまし
た。参加会員からは、内容が充実していた。他地区
の会員との交流が
でき、有意義であ
ったなどの感想を
いただきました。
今年も男性会員か
らサポートをいた
だき有難うござい
ました。

を結集し以下の基本目標を掲げ、魅力あるセンター
づくりを進めてまいります。
○仕事の開拓

事業高の目標:6 億 2 千万円

○会員の増強

会員数の目標:2,300 人

○就業率の向上 就業率の目標:80％

≪定時総会開催お知らせ≫
平成 28 年度定時総会を下記の通り開催致します。
27 年度事業実績、28 年度事業計画の報告、理事改選
等重要な審議事項があります。会員の皆さまにはご
出席のほどよろしくお願い致します。
日 時：平成 28 年 5 月 27 日(金)13：30～
会 場：西宮市勤労会館ホール

≪人事異動≫
3 月 31 日付退職
事業課臨時職員：3 名
総務課臨時職員：1 名

女性の集い実行委員会
1
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同好会活動
同好会活動のご
活動のご紹介
のご紹介
【ゴルフ同好会】
ゴルフ同好会】
年間６回のコンペを企画し、三か所の名門ゴルフ
場を輪番でまわります。会員数は 41 名で年間競技
を通してハンディキャップを算出し、会員が皆で楽
しめるように工夫しています。最近は 80 台から 120
台でプレイする人など多様な会員が集まっていま
す。入会金 1,000 円、年会費 1,000 円です。今年は
80 回目のコンペ
が 4 月に開催され
ます。歴史があり
楽しい仲間がたく
さんいるゴルフ同
好会への入会をお
待ちしています。

安全委員会からのお知らせ
「安全がすべてに優先する」との基本姿勢の下、
事故ゼロを目標に、会員の皆様には日頃から安全就
業に努めていただきました。この 1 年間の結果は、
骨折や火傷などの傷害事故が 11 件(昨年度は 10 件、
内 3 件が自転車)、物損など不注意による賠償事故が
5 件(昨年度は 3 件)発生しました。今年度は自転車事
故がゼロで推移しましたが、事故のほとんどが、不
注意や安全基準にそっていないことによるものでし
た。就業にあたっては、作業や動作などで、
「お仕事
で身につけた注意力」の大切さを改めて感じました。
安全委員会では、平成 28 年度も安全就業への取り
組みに注力し、
「事故ゼロ」を目指し、安全に関わる
講習会などを計画し、実行してまいります。会員の
皆さまには、今一度お手元の「安全就業基準」
、
「作
業別安全就業基準」に目を通していただくなど、あ
らためてご確認いただき、日頃の業務に反映してい
ただきますようお願い致します。

監事 平松正造

【調理と賞味の会】
月に 1 回、広田山荘に集まり、調理をし、それを
みんなで賞味する会です。もちろん、調理には関わ
らず食べるだけの人もいます。でも配膳や片付けに
は全員参加。年に 2 回
は美味しいものを求め
て外食します。入会金
は 1,000 円、会費は月
額 200 円で、材料費は
毎回実費負担です。

浜脇地区「夙川」春の清掃ボランティア
浜脇地区「夙川」春の清掃ボランティア
4 月 3 日、浜脇地区では 54 名の会員参加のもと、
夙川オアシスロード JR 以南両岸の清掃活動を行いま
した。当日は花曇り、時折春のやさしい日差しが差
し込み、夙川のさくらは満開に咲き誇っていました。
沢山のさくら見物の方々の「ありがとう」の視線を
感じつつ、シルバー人材センターの黄色のジャンパ
ーでゴミを拾いま
した。清掃参加で
会員相互の新たな
ふれあいも生ま
れ、記念の集合写
真でのみなさんの
顔は、実に晴れや
浜脇地区サブリーダー菱田忠彦
かでした。

事務局 多喜晴代

【写真同好会】
写真撮影や鑑賞を趣味とするセンター会員のク
ラブです。口は達者だが写真はいまいちとか、下手
の横好きのメンバーが大半です。詳しくは写真同好
会のホームページ(silverphotoclub.com)をご覧く
ださい。写真交歓会を毎月第 4 月曜日、撮影会を年
2 回、勉強会を 4～5 回開催しています。同好会作品
展には全員が出展します。入会金は 1,000 円、会費
は月額 250 円で、現
在 3 カ月間 1,000 円
(入会時には入会金に
充当)で体験入会者を
募っておりますので
気軽にご参加ください。

『あいっこの会』
あいっこの会』活動報告
3 月 12 日、甲山森林公園で開催された「はるまつ
り 2016 へ」に参加しました。当日は天候にも恵まれ、
手作り小物や寄せ植え等の展示販売を行うと共に、
当センターの活動状況のＰＲも行いました。

センター無事故継続日数
センター無事故継続日数
就業中
1日
就業途上他

会長 横山 和夫

8日

平成28年3月31日現在
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