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春

会員と地域の方との交流の場として、寄せ植え会を開催しました。（平成28年12月）
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藤 澤 𠀋 夫

ターにおきましては︑会員の
毎日無事故最優先に取組んで
おります︒この一心の願いが
叶えられて昨年の県の事業大
会に於いて長期の無事故達成
で最優秀賞を頂きました︒こ
れも一重に会員はもとよりご
家族の皆様方の気配りで︑出
勤から帰宅まで細心の賜であ
ります︒偉大なる成果であり
ます︒
さて今年は﹁とり﹂年︑飛
躍の年です︒今香美町︑新温
泉町より指導の下︑家事援助
の手伝いをさせて頂いており
ます︒これ等に合せて今地域
では従来の日常生活が営まれ
ていない地域が多い訳です︒
例えば買物に不便とか又その
他不安の多い日が︑一日でも
解消出来ないものか︑地域へ
出向いて買物等のお手伝い︑
不安を少しでもなくして﹁安
心﹂を差し上げたいと考えて
おります︒自分の体も大事で
あります︒生きている限り︑

生き抜く為にも身体を動かす 社会参加され︑活力あるまち
事の大切さ︑これ等を取り入 づくりに貢献をいただいてお
れた一日の生活リズム﹁動き りますことに厚くお礼を申し
体﹂ような場づくり︑そして 上げます︒また︑貴センター
日常生活を楽しみ地域を盛り におかれましては︑会員の皆
上げて︑地域が元気になる事 様方に就業機会を提供される
が私達も町も国も元気になり︑ 活動を行うことで︑地域社会
すばらしい地域づくりが出来 の活性化︑福祉の向上に寄与
ると思います︒これ等の取組 されておりますことに対し︑
みについて進めて行きたいと 深く敬意を表します︒
思います︒全会員︑住民参加
さて︑少子高齢化社会が急
の下で行き渡った時こそ健康 速に進み︑一人暮らしの高齢
な地域づくりが出来ると思い 者が増える中︑勤労意欲を持
ます︒限りないご協力をお願 つ皆様方の地域社会における
いし合せて皆々様のご健勝︑ 役割はますます重要なものと
ご多幸を祈念し年頭のあいさ なっております︒長年に渡り
つといたします︒
培かわれた技術や豊富な経験
が︑不足している労働力を補
い︑技術を継承する等地域社
会の発展に大きく資するもの
と考えており︑今後もこれま
香美町長
で以上により一層の役割を果
浜 上 勇 人 たしていただけるものと考え
ております︒
また︑皆様方が多様な形で
積極的に社会参加されること
は︑日々の健康の維持や生き
がいづくりのきっかけとなり︑
豊かで充実した生活を送って
いただけるものと期待してお
ります︒
新年あけましておめでとう
ございます︒美方郡広域シル
バー人材センター会員の皆様
におかれましては︑幸多き新
春をお迎えのことと心からお
慶び申し上げます︒
日頃より︑皆様方が活発に
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新年あけましておめでとう
ございます︒ご家族お揃いで
輝かしい新年をお迎えの事と
お慶び申し上げます︒昨年中
は格別なるご協力とご指導を
戴きまして誠に有難うござい
ました︒又本年も変わりませ
ぬご指導︑ご鞭撻の程お願い
申し上げます︒
昨年は︑世界近辺におきま
しては︑大きく変りました︒
アメリカ大統領の交代︑又韓
国大統領の辞意等大変な局面
を迎えられております︒それ
ぞれの国でその国をよい方向
へと導くその思いが逆になっ
たり︑素直な取組みは難しい
ものです︒わが国においても
ＴＰＰ問題も日本だけのもの
ではありません︒憲法の改正
へ向けても同じ事です︒
さて私達シルバー人材セン

本町としましても︑就業機 申し上げます︒
〝つなぐ〟まちづくり︱﹄と
会の拡大等の支援を図るため︑ 貴センターにおかれまして して定め︑今後も︑住民一人
益々貴センターの活動を支援 は︑日頃から会員の皆様の豊 ひとりが主役となり︑﹁海・
するなど連携を強める必要が 富な知識や経験を活かした就 山・温泉﹂などの自然環境を
あると考えております︒今後 業活動等を通じて︑地域社会 守りながら︑笑顔と安らぎを
におかれましても︑会員の皆 に貢献されていることに対し︑ 感じられるまちであり続ける
様方が日々いきいきとすごさ 心より敬意と感謝を申し上げ ために︑子どもからお年寄り
れることを願いますとともに ます︒
までのつながりや産業︑地域︑
暮らして良かったと思える︑
さて︑昨年を振り返ります 未来へのつながりを深め︑ひ
活力溢れるまちづくりを進め と ︑ ﹁ 第 十 一 回 全 国 草 原 サ と・まちがさらに調和のとれ
て参りますので︑今後におき ミット・シンポジウム 上山 たまちになることを目指しま
ましても本町のまちづくりに 高原﹂を開催し︑全国の自治 す︒
ご協力賜りますようお願い申 体との交流を深めながら︑本
少子高齢化の進展により︑
し上げます︒
町の貴重な自然遺産である草 ますます高齢者層の方々が地
結びになりましたが︑美方 原の持つ公益的な役割や価値 域を支える社会へとなってま
郡広域シルバー人材センター について広くアピールすると いります︒高齢社会における
のより一層の飛躍と会員の皆 ともに︑多くの来訪者との交 生きがいや健康づくりなど︑
様︑ご家族のご健康とご多幸 流を深めました︒
地域が元気になる取組を進め
を心よりお祈り申し上げ︑新
また︑合併後の新たなまち ていくためにも︑皆様の存在
春の挨拶といたします︒
づくりの方向性を示した新温 は大変貴重であり︑また︑貴
泉町総合計画の計画期間が平 センターが果たす役割はさら
成二十八年度をもって終了す に重要になってまいりますの
ることから︑平成二十九年度 で︑より一層のご支援とご協
を初年度とする新たなまちづ 力を賜りますようお願い申し
新温泉町長
くりの総合的指針として︑第 上げます︒
岡 本 英 樹
２次新温泉町総合計画を策定
結びに︑貴センターのます
しました︒
ますのご発展と会員の皆様の
第２次新温泉町総合計画で ご健康とご多幸をお祈り申し
は ︑ ま ち の 将 来 像 を ﹃ 海 ・ 上げ︑新年のご挨拶といたし
山・温泉 人が輝く 夢と温 ます︒
もりの郷︱ふるさとの未来へ
新年あけましておめでとう
ございます︒
会員の皆様には︑健やかに
新春をお迎えのこととお慶び
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張っています︒
健康については︑毎晩腕立伏
せを三十五回︑腹筋運動三十五
回︑朝腹筋を二十回やっていま
す︒
これは先日テレビで九十三才
のおばあさんが毎朝五十回腹筋
運動をしているとの事を見て︑
私もやってみようと思い始めま
した︒

食べたい物も
食べない
＝健康のため
康博

健康つくりと
継続
守山

香住地域

康孝

浜坂地域

谷口
二十九年度は酉年︒昭和八年
に生まれてから七回目の酉年を
迎えます︒年令を聞かれても答
えたくない年になってしまいま
した︒その間に七回の内臓の手
術をしたので︑なぜだろうと思
い寺のお坊さんに相談してみた
ら食べ物は何が好きかと聞かれ
たので肉類と答えたら︑酉年の
人は鳥︑特に鳥肉を食べない方
がいいですよ︒それは多分酉が
鳥を食べると共食いになるので
たたりですよと言われた︒それ
以後は鳥肉はきらいな物として
一口も食べないことにしていま
す︒本当かな？

敏夫

香住地域

藤原

①今も行っているシルバー人材
センターの仕事︑建設重機等の
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昭和二十年︑酉年生まれの私
は︑平成二十九年に六回目の年
男を迎える︒
改めて︑自身の体力︑体調を
思うとき︑全てに能力の衰退感
は否めない︒
人生七十才︑古来稀は現代で
は死語と考える︒今や九十才や
百才にひとしいかも︒ゆえに︑
人生七十才台の心境を問われる
ときは︑まだまだ働き盛りと答
える︒働き盛りを充実する最大
の要件は︑自身の能力の自覚と︑
能力に見合った行動が肝要と思
います︒
常々︑誰しも健全な状態を望
みます︒健康体がくずれれば︑
心身ともにくずれます︒
私の健康つくりのキーワード
は﹁継続﹂です︒無理にならず︑
心身の丈に合った健康つくりに
努めたいと思います︒老いを全
てに免罪符とせず︑生き生きと
した︑活力に満ちた人生を歩み
たいものです︒

清掃でケガの無いように︒又︑
浜坂までの車通勤にはくれぐれ
も事故の無いよう気を付け︑健
康第一で続けていこうと思いま
す︒
藤原家は十人大家族︑内孫六
人です︒孫の元気と力をもらい
そして皆が仲良く暮らしていけ
るよう願い頑張って行きます︒
②船釣り︵大物︶︒畑︑野菜作
り︵家庭消費︶︒新聞を読む︒
晩酌︵缶ビール１本︑酒１合︶
③早寝早起き︒暴飲暴食をしな
い︒無理の無い程度で常に体を
動かすこと︒イライラしない︒

温泉地域

北村源一郎

新しい年を迎え私も早八十四
才になろうとしています︒私の
抱負としては普段ペンを持たな
いので︑なかなか書けませんが
健康を保つ事と思い︑雨の降ら
ない日は二キロほど歩きます︒
趣味としては︑わずかな畑を
作る事︑猪対策を考えながら頑

事業推進大会

平成 年度 兵庫県シルバー人材センター
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﹃またお願い
し ま す ﹄が
元気の源
小代地域

兵庫県シルバー人材センター事
業推進大会が 月 日︵木︶神戸
新聞文化情報ビル﹁松方ホール﹂
で盛大に開催されました︒
センター事業の発展に尽くされ
た会員 年表彰に︑浜坂地域の安
田一夫さんが受賞されました︒
また︑シルバー人材センター事
業の維持発展を図るうえで︑会員
の安全確保を最重要課題と位置づ
け会員自らの安全意識の高揚を図
る︑安全﹁事故ゼロ運動﹂の表彰
で当センターが最優秀賞を受賞し
ました︒引き続
き︑安全就業に
努めてくださ
い︒

▲「事故ゼロ運動」最優秀賞受賞

岡田美千代

初めて出た日は家周りの草取
りでした︒声かけがなかったら
今では本当に私も家ばかり居て
退屈していると思いますと話し
ました︒
シルバーの仕事は毎日ではあ
りませんので︑家の仕事も出来
ますし︑自分の習い事も出来て
おります︒都合の悪い日はお互
いに代わって頂いております︒
シルバー人材センターの仕事
は施設の掃除や︑畑の仕事︑家
周りの草取り︑お墓の掃除です
が︑これからは留守のお家が増
えてお墓の掃除が増えそうです︒
ぜひシルバーに入会して一緒
に働きましょう︒
仕事の合間の休憩時お話をし
たりしていろいろと聞き教えて
頂く事もあり勉強にもなり楽し
い事もあります︒
仕事が終わり︑﹁またお願い
します﹂と言われると張り合い
があります︒仕事に出る朝は自
分にも気合いが入って︑元気が
出る様な気持ちになります︒
これが体の為に良いかなあと
思い︑体の続く限り頑張りたい
と思っております︒よろしくお
願いします︒
15

酉年生まれの会員の方に
①平成２９年の抱負
②趣味・特技・楽しみ
③日頃から健康に気を付
けていること
など書いて頂きました。
家の方は牛飼いをしておりこ
れからは畑︑田︑仕事をして行
こうと思っておりました所︑シ
ルバーの方が水道の検査にこら
れてシルバーに入会して頂けな
いかなぁと言われ突然で考えさ
せて下さいと言って返事が出来
ませんでした︒不安でどんな仕
事をするのか何もわかりません
でしたので聞いた所︑家で毎日
やっている事ですと言われそれ
なら出来るかもと自分が判断し
て入会させて頂きました︒

▲ 15年表彰を受けられた浜坂地域の安田 一夫様
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