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平成 28 年度 定時総会へのご出席を！
今年度の定時総会は、5 月 27 日（金）午後 1 時
30 分から勤労会館ホールで開催されます。平成 27
年度事業実績、平成 28 年度事業計画について、会
員の皆さんにご理解をいただく重要な機会です。
是非ともご出席をお願い致します。
議案書、出欠ハガキの発送は 5 月 19 日を予定し
ています。都合がつかず欠席される方
欠席される方は
欠席される方は、必ず委
任状を早めに返送をお願い致します
任状を早めに返送をお願い致します。
をお願い致します。
尚、総会の議事に入る前に 10 年と 20 年の永年
会員の表彰が行われます。また、議案多数につき、
審議を円滑に進められるよう、議案書の内容等に
かかる当日のご質問等につきましては、あらかじ
め事務局宛に書面でいただきますようお願い致し
ます。
【報告事項】
・平成 27 年度の補正予算について
・平成 27 年度事業報告について
・平成 28 年度事業計画について
・平成 28 年度収支予算について
・平成 28 年度補正予算について
【決議事項】
・平成 27 年度の計算書類及び財産目録について
・役員の選任について
・理事長に対する権限委任について
≪総会時に募金箱を設置します≫
先ごろ 4 月 14 日に発生した熊本地震の被災者の
皆さんを支援するために募金活動を行います。会
員の皆様には宜しくご協力のほどお願いします。
≪ベルマークをお持ちください≫
当センターでは、東日本大震災の復興支援とし
て「ベルマーク収集活動」に取組んでいます。今
年も、総会の受付場所に回収箱を用意します。総
会に出席される際は、ベルマークをお忘れなく持
参下さい。また、都合で来られない方は、出席さ
れる地区の仲間に預けてください。
ベルマーク収集という地道な活動
ですが、震災復興支援を風化させ
ないためにも皆様のご協力をお願
いします。
（社会参画推進委員会）
（社会参画推進委員会
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より確実に丁寧に！
より確実に丁寧に！ 広報紙配布のポイント
多くの会員皆さんに就業いただいている当セ
ンター事業の柱である広報紙配布について、苦情
やご意見がたくさん寄せられています。
丁寧な投函や雨の日対策、配布指定日の順守は
基本動作として身につけていただくことは勿論、
「以前は配布されていたのに最近は配布されな
くなった」というような配布もれにかかる苦情は
しっかりと受け止め、原因の究明と再発防止に努
めなければなりません。新任の配布担当会員の皆
さんには十分な引継ぎ時間を確保し、担当地区の
特徴を把握していただくことが重要になります。
配布もれは、郵便受けや表札が確認しにくかっ
たり、入り組んだ狭い路地など複雑な地形で、住
居の存在が確認しにくかったりというケースが
考えられます。これらは、事前に渡された地図で
しっかりと引継がれておれば防げると思われま
す。また、
「2 世帯住宅へ複数配布するかどうか」
は重要な引継ぎ事項です。
新築の家はないか、空き家であった住宅に入居
していないかなど、日ごろから担当地区の様子に
注意と関心を持ち、丁寧に確実に業務を遂行して
いただきたいと思います。
広田山荘 春のイベント大盛況
毎年恒例の、春のイベント喫茶「カフェド・
ヒロタ」を 4 月 7～9 日に開設しました。初日は
暴風雨のため低調な滑り出しでしたが、翌日から
は天候にも恵まれ連日 150 名を超えるお客様を
迎え大盛況でした。また 10 日の「シルバー大茶
会」は神戸女学院大学の茶道部の方々によるお点
前で、７回 70 人の茶席の予定が、大勢の参加を
いただき 4 回で終了しました。県の天然記念物コ
バノミツバツツジを
楽しみながら喫茶
を利用でき、また
気軽に茶会に参加
できると皆さんに
喜んでいただきま
した。
広田山荘主任管理人
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同好会活動のご紹介
【英会話サークル】
英会話サークル】
当サークルの主な活動は、基礎英語レッスンと、
外国人先生との会話や英語で歌うことです。会費は
月額 500 円で、毎月(2・8 月除く)第 2・第 4 金曜日
の午後 3 時から 5 時までセンター2 階多目的室で開催
します。オーストラリア出身の Tony Talaie 先生に
は、原則として 6・9・12・3 月の年 4 回素晴らしい
レッスンをしていただいています。参加者それぞれ
のレベルに合わせ、深みのある会話を楽しむことが
出来ます。興味をお持ちの方は気軽にお越しくださ
い。お待ちしています。
代表

「安全パトロール」開始のお知らせ
今年度も会員の皆さまの就業先への安全パトロ
ールを実施致します。
先月号でも触れましたが、会員の皆さまには日頃
から安全就業に努めていただいていますが、残念な
がら昨年度は就業上の傷害事故が 11 件（一昨年度
は 10 件）発生しています。原因のほとんどは「不
注意」によるものですが、安全器具の装着不備や作
業道具が適正に使用されていなかったことで、重篤
な事故につながった事例がありました。事故を起こ
した結果、就業が継続できなくなることもありま
す。
安全パトロールでは、センターで定められた「安
全就業基準」が各就業現場で遵守されているかどう
かをあらためて確認してまいります。パトロール
は、今 5 月から逐次訪問先を選定し、不定期に現場
訪問いたします。会員の皆さまには、今一度お手元
の会員ハンドブック掲載の「安全就業基準」および、
除草・せん定や広報紙配布など業務ごとに定められ
た「作業別安全就業基準」をご確認のうえ、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。
安全委員会

【絵画同好会「ぎんが」
】
絵に興味のある方で皆さんと一緒に絵を描きなが
ら楽しく親睦を深めませんか。ただいま会員 4～5 名
募集中です。初心者の方も歓迎です。例会は、毎月
第三月曜日(13：00～16：00)、センター2 階会議室で
行います。年会費は 2 千円。年間の活動は例会、常
設展示、作品展 1 回、春秋の写生会があり、昨年は、
広田神社周辺での写生
会、淡路アート大石美
術館で展示品鑑賞と周
辺での写生会をおこな
いました。
会長

中央地区 広田の杜清掃ボランティア
広田の杜清掃ボランティア
５月 7 日、中央地区では、今年も「広田の杜 清
掃ボランティア」を実施しました。会員 51 名が参
加し、およそ 1 時間、曇り空から快晴の陽がさすな
か、心地よい汗を流しました。普段から清掃が行き
届いたエリアですが、燃えるゴミ、燃えないゴミ計
6 袋分を回収しました。
清掃後は、広田山荘に場所を移し、軽食をつまみ
ながら、新リーダーを囲んで“今後の地区活動の活
発化”をテーマに、参加
会員 38 名が自己紹介と
現況報告を行うなど大変
有意義な半日を過ごしま
した。
地区世話人

【将棋同好会（一手会）
】
一手会は、将棋を指すことが大好きな人たちの集
まりです。毎週金曜日(12：30～17：00)、広田山荘
での定期例会(対局)のほか、宮水ジュニア将棋講座
への講師派遣、当センター主催の子ども将棋大会の
運営など幅広く活動しています。会員数は 23 名(内
女性 1 名)で会費は月額 800 円です。同じ趣味を持つ
人との出会い、大好きな
将棋に夢中になれる時間
を共有できることは素晴
らしいと思います。初心
者、女性、経験者共に奮
ってご入会下さい。
代表

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
31 日
就業途上他

9日
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