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■平成 28 年度定時総会開催■■■■■■■■

5 月 27 日、平
成 28 年度定時
総会が勤労会館
ホールで、出席
者 213 名のもと
開催されました。
開会に当たり、名和理事長からは、シルバー人
材センターの社会的意義が高まるなか、組織の拡
充により、新たな発展を目指していくべきとの挨
拶がありました。来賓祝辞では、松永副市長並び
に大石議会副議長から、本市でも少子高齢化が進
むなか、公共、民間、個人家庭からの当センター
への期待が高まりつつある。自主・自立・共働・
共助の精神で、地域社会の発展に向けて引き続き
尽力いただきたいとメッセージをいただきました。
今年度の永年会員表彰は、10 年が 64 名、20 年
が 7 名で、表彰状と記念品が授与されました。その
後の議案審議では、平成 27 年度補正予算、同事
業報告、平成 28 年度事業計画、同収支予算、同
補正予算などの報告事項が上程されました。また、
平成 27 年度計算書類及び財産目録、役員 11 名
の選任、理事長に対する権限委任などが決議事項
として上程され、いずれも異議なく可決・承認さ
れました。
《新しいセンター理事、委員の選任について》
今般、平成 28・29 年度の 2 カ年を任期とする
役員と 8 委員会委員の改選がおこなわれ、センタ
ー事業の運営体制が整いました。会員理事、委員
共に、地区地域からの推薦に加え自薦応募も可能
とし、人材を広く募りました。
今年度以降は、会員理事及び委員会委員は今ま
でのように、地区役員ではなく、もっぱらセンター
事業の運営に軸足をおいた活動に携わることにな
ります。従って、センターと地区地域との連携を
緊密に図ってくことが一層重要なってきますので、
活発な情報交換や交流に努めてまいります。また
現状では、会員理事、委員がいない地区もありま
すが、センター活動に協力いただく人材の発掘に
引き続き努めてまいりますのでご協力お願い致し
ます。
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●第 1 回リーダー・サブリーダー会議の開催

6 月 1 日、地区リーダー・サブリーダー会議が
開催されました。
今年度からは、会員理事とリーダー・サブリー
ダーが、意見交換や事業報告・連絡などに加え、
地区活動にかかる課題解決を図る場として、年 4
回程度開催することになりました。
新年度第 1 回目ということで、まずは、新任メ
ンバーの自己紹介があり、平成 27 年度の地区活
動の振り返り、平成 28 年度の委員会事業のポイ
ントの説明を踏まえ、地区運営の今後の方向と当
面の課題、センターとの連携の在り方などについ
て熱心な討議がおこなわれました。
■事務局職員の紹介■
昨年末から事務局職員の顔ぶれが大きく変わり
ましたので職員別担当業務を順次ご紹介します。
会員や発注者など来訪者の方々に気軽に声かけい
ただけるよう明るい雰囲気づくりに努めています。
事務局は、
事務局長のもとに総務課 ( 職員 3 名 )、
事業課 ( 職員 9 名 ) の 2 課で構成されます。事業課
では、発注者からの就業依頼を受け、会員の皆さん
への就業紹介や様々な相談に対応しています。
○事務局長補佐

・事業課の統括

○常勤職員

・公共施設管理業務
・家事援助業務
・地域社会貢献活動
イベント企画

○常勤職員

・広報紙配布業務
・介護施設の就業全般
・民間企業での清掃業務
・チラシ配布業務等

○常勤職員

・流通業種全般
・民間企業全般
（清掃業務を除く）

○常勤職員

・職群班としての
除草、剪定業務

○臨時職員

・マンション清掃業務

○臨時職員

・公共業務
・毛筆筆耕
・公共集合住宅の清掃
業務

○臨時職員

・シルバー便利屋さん
・網戸、障子張替
・刃物研ぎ

○臨時職員

・シルバー便利屋さん
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安全委員会からのお知らせ

好会活動のご紹介＊
＊同

「安全と健康が第一」
を基本に、
会員の皆さまが
安全就業や健康への意識を継続していただくた
めに、
「安全パトロール」、
「交通安全」、
「健康」、
「救急救命」
を４つの柱として今年も取り組んで
まいります。
今年度の講習会のスタートをきって、第１回
「交通安全教室」を行います。昨年度は「就業途
上・就業中の自転車事故ゼロ」
を達成しています。
今年も「事故ゼロ」
に向けて、
皆さまの受講ご参
加をお願いします。
★日時：7 月 12 日( 火)13:30〜15:00( 予定)
★場所：センター２階 多目的室
★内容：西宮警察署のご協力でビデオと講話に
よる交通事故の事例を教訓に、自転車や自動車
事故に遭わない、起こさないためのルール遵守
の大切さや注意点を改めて確認します。
★定員：30 名
★締切：7 月 6 日（水）
※お申し込みについては、
同封の「講習会・イベ
ントの案内」をご覧ください。

【インターネット同好会「e-silver」
】
同好会専用の電子メール
・アドレスを使って、
毎日、
会員同士パソコンで楽しい
会話を交わしています（オ
ンライン会）
。
毎月 1 回、
オフ会（オフライン会）
と
称してセンターに集まりパソコン勉強会や情報交換を
しています。
任意で、
アフター・ファイブの集まりもあり
ます。
入会金は 1,500 円、
年会費 1,800 円です。
問い合わせ・申し込みは電話 0797-87-2253 又は
e-silver4-org@googlegroupes.com まで。

（会長）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【ハイキング同好会「わらじ会」
】
ハイキングと軽登山で歩
く事を楽しむサークルで、
歩行距離が約 10 キロのグ
ループ、
軽登山を主とした
ハイキンググループ、
４キ
ロに抑えて名所旧跡めぐ

●夙川地区・春の夙川公園ボランティア清掃

り、
グルメ、
散策等気楽に参加して戴けるグループで構成

5 月 21 日、
夙川地区は夙川公園ボランティア
清掃を実施しました。快晴の空の下、銀水橋〜
ＪＲ神戸線高架下間 2.6ｋｍを 37 名の会員が
3 班に分かれ清掃活動を行いました。
多くの市民が集う中、
ボランティア清掃に汗
を流し、回収したゴミは 8 袋、散歩中のご婦人
から「ご苦労様です」
と声を掛けられるなど充
実した活動でした。
清掃の後はワンコインパー
ティ。永年表彰の会員から新入会員まで、ビー
ルで喉を潤しながら交流を深めつつ午後 1 時
散会。有意義な一日でした。
（社会参画推進委員）

されています。
年間の行事回数は、
それぞれ 10 回、
4 回、
６回で、
2 月・8 月は懇親会で仲間の絆を深めておりま
す。
会費は月額 300 円で、
Web 会員、
郵送会員( 半年
500 円の葉書代が別途必要）
のほか、
ゲスト会員制度も
あります。
詳しくは「西宮わらじ会」
のホームページを
（会長）
ご覧ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【囲碁同好会】
みなさん「囲碁」
をしませ
んか。
囲碁は難しいと思って
いませんか。
そうではあり
ません。
碁は一対一の二人
のゲームです。
麻雀もやっ
ていくうちに面白くなる
ように、
慣れ楽しむことで、
楽しみが増してくるもので
す。
先の先を考えて進めるので、
脳の活性にも良いゲー
ムです。
定例会は、
シルバー人材センターの 2 階会議室
で、
毎週金曜日の午後 1 時から 3 時間、
お茶を飲みなが

センター無事故継続日数
就業中
62 日
就業途上他
40 日

ら熱戦を繰り広げています。
初めての方、
見学者も歓迎
（会長)
します。
会費は月額 300 円。

平成 28 年 5 月 31 日現在
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編集：企画・広報委員会 月報担当

