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委員会活動のポイント
隣人愛・地域愛・西宮愛の醸成を

市場ニーズに応える就業開拓活

社会参画 目指して
推進委員会 社会参画推進委員会では、地域貢献

就業開拓 動の推進
委員会 新しい風を吹き込むべく、2チーム

活動を基本テーマに具体的な取組み
を進めてまいります。地区地域の特色を活かし、隣人
を大切にする心を育み、
より多くの会員が参画できる
活動は何か、市民にどのようにすれば喜んでもらえる
かについて考えながら、会員の皆さんに具体的に提
案し取組んでいきます。恒例の秋の合同清掃ボラン
ティアは、
「シルバー人材センター法制化30周年記
念事業」
として、10月15日
（土）
に実施する予定です。

編成による就業開拓をスタートし
ます。公共、民間を問わず既存就業先へは、関連就
業の上乗せを、新規開拓先へは、西宮シルバーの
“力”と“誠意”を丁寧に説明し、3年先、5年先の柱
さがしをスタートさせます。その一環として広告
媒体を使ったＰＲ活動を推進すると共に、セン
ターあるいは他団体主催のイベントに積極的に
参加し、多くの方々への認知度の向上に努めま
す。会員の皆さんからの情報やアイデアをお待ち
しています。

地区地域班
活動推進委員会
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事業推進
委員会

地区地域班活動の活発化

顧客満足度向上のための仕事力
向上をめざして

事業推進委員会の主要なテーマは、
職場チームの育成です。一昨年度
から体育館等32チームが職場会議を軸にチーム
作りを進めますが、今年度は更に数チームの増加
を図る予定です。また会員の仕事力向上を目的に
各種講習会を年間10回以上開催していますが就
業先々の要望やこれから求められる就業の変化
に対応できるよう、講習会メニューを更に検討し
ていく予定です。ご意見ご要望などありましたら
当委員会までご連絡よろしくお願いいたします。

地区地域班活動推進委員会では、
地区地域班の役員の皆さんと情報
交換の機会を増やし、地区の事業
運営（広報紙の配布、公園パトロール）や地区活動
活性化にどのようなお手伝いができるかを考え
ていきます。具体的には、リーダー・サブリーダー
会議や、地区役員会等に出席して、意見をお聞き
し皆さんと一緒に話し合って、地区地域班の問題
解決を幅広い側面から支援できるよう取り組ん
でいきます。

業務実績報告、委員会事業の推進等にかかるセン
ター側からの報告や依頼だけでなく、地区活動の活
発化、広報紙配布業務の運営にかかる諸課題の整理
等について、センターと地区地域班が共通認識で取
組む『場』とし、四半期ごとに開催することになりま
した。併せて、理事や委員会委員が積極的に地区役員
会等に出向き、情報共有を図っていくことも決まり
ました。

≪広報紙配布責任者会議の開催報告≫
去る7月1日、28年度第1回目の広報紙配布責任者会
議が開催され、広報紙配布業務にかかる交代会員確
保の難しさ、苦情防止や雨天時対策など様々な課題
について活発な意見交換が行われました。今後、広報
紙配布に対する会員の更なる意識の向上と配布業務
への参画の促進、配布ミスの撲滅や安全対策等に係
る配布会員への啓発活動を推進していくことを確認
しました。また地区からの希望があれば、広報紙配布
者会議等へ事務局役職員も出席します。

≪平成28年度 委員会名簿の差し替えを願います≫
平成28年度の委員会体制は既にお手元に届いている
役員名簿の最終頁に記載していますが、一部修正を
し分かり易くしましたので、お手数ですが同封の名
簿と差し替えをお願い致します。

≪リーダー・サブリーダー会議の開催報告≫
去る8月2日、28年度第2回目のリーダー・サブリー
ダー会議が開催されました。
今年度はセンターと地区
地域班との連携強化を重視しています。具体的には、
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安全委員会からのお知らせ

地区活動
だより 浜脇地区

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■交通安全教室

〜活発な意見交換で盛り上がる〜

7月12日、会員20名が参加。西宮警察署交通1課
のご担当を講師に、事故につながる「ヒヤリ・
ハット」や、事故の事例をビデオで学びました。
特に自転車で普段、
「まあこれくらいええやろ」
とルールを外れた運転に心当たりのある参加
者には、大変参考になったのではないでしょう
か。
★歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行で。
★信号点滅時の無理な横断はしない。
★夜間は必ず点灯。
安全運転を心がけましょう！

浜脇地区では広報紙配送配布者交流会を 7 月
19 日・27 日の 2 回に分けて班別に開催しまし
た。従来は出席率が 38％程度でしたが、今回
は 74 名のうち 49 名と出席率は 66％に大幅アッ
プしました。常務理事と担当職員の出席のもと、
苦情の分析、配布中の事故防止はじめ配布時に
直面する色々な問題への対応等について、事例
紹介やアドバイスを受けながら意見交換が行わ
れ、両日とも予定時間を上回る有意義な交流会
となりました。 （浜脇地区広報紙配布責任者）
講 習 会 実 施 報 告
●●●●●●●

■夏の健康講座
「熱中症対策」

7月27日、会員18名が参加。西宮市保健所北口
保健福祉センターの保健師の方から、熱中症っ
て何？ 熱中症になったらどうする？予防は
どうする？ など熱中症対策について参考に
なることを教えていただきました。水分補給が
大事ということで、スポーツドリンクよりも
もっといい、
「安くて簡単、家庭でできる経口補
水液の作り方」も講座のお得情報でした。会員
の皆さんも試しに作ってみてください。おいし
さ以上に効果大とのことです。
★水1リットルに・
・
・
・砂糖大さじ4〜5杯 ・塩 小さじ半分
・ レモン汁 適量

『60 才からの整理と収納』さる 6 月 29 日、梅

雨 空 の 下、家 事 援
助シリーズとして
企 画 し た「整 理 と
収 納」の 講 習 会 に
27 人の会員の皆さ
んが受講されました。整理術は、衣類や小物等
の片付けだけでなく、情報（郵便物・保険有価
証券・預貯金・生前整理ノート等）や災害への
備え等の話があり、参加された方々は、講師も
驚かれるほど熱心に話を聞かれていました。

『清掃講習会』

家事援助シリーズ
としての清掃講習
会を 7 月 22 日、日
差しの強い日でし
たが 12 人の会員の
皆さんが広田山荘
で受講されました。プロのダスキンの講師から、
簡単でキレイにできるお掃除の 5 つの手順、汚
れの種類にあった洗剤の選び方、さらに実技で
は使用する洗剤の量やシンクの磨き方や掃除機
のかけ方等を学びました。普段何気なく掃除し
ていたので、目からウロコが落ちる思いでした。
就業先や、ご自宅で活用いただける有意義な講
（事務局事業課）
習会となりました。

●熱気いっぱいの《夏休み工作教室》
さる8月6日、猛暑
の中、市内の元気
な子どもたち21名
と保護者15名の計
36名が参加し、28
年度夏休み工作教
室がセンターで開催されました。今年のテーマ
は「ペットボトルでつくるロケット」。想像力豊
かな西宮キッズは、夢中で“的”に向けて何回も
発射テストを繰り返すなど生き生きしたまなざ
しが印象的でした。シルバー会員7名の熱心な指
導により、保護者まで巻き込み、親子で“つくる
喜び、工夫する喜び”を体験した、あっという間
（社会参画推進委員会）
の2時間でした。

センター無事故継続日数
就 業中
9日
就業途上他
25 日
平成 28 年 7 月 31 日現在
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