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かした活力ある地域社会づくり
に寄与することができると確信
しています︒
シルバー人材センターが会員
の皆様にとって︑生きがいの得
られる﹁働く場﹂となり︑高齢
者の就労提供が出来る様︑セン
ターの機能強化に努めてまいり
ます︒更に最も大切なことは安
全就業です︒本年も一人ひとり
が﹁事故ゼロ﹂に積極的に取り
組んでいただきますようお願い
申し上げます︒
少子高齢化が一段と進み︑定
年の延長の影響もあり︑会員数
が伸び悩んでいます︒困難な状
況を打ち勝ち︑会員拡大に取り
組み︑多くの会員の方々に︑セ
ンターに入会して良かったとい
う満足感を感じて頂けるよう︑
常に信頼され魅力あるセンター
づくりに役職員が︑一丸となり
取り組んでまいりますのでよろ

年頭 のご挨拶
理事長

小 谷 耕 作

新年あけましておめでとうご
ざいます︒
皆様には︑ご家族おそろいで
お健やかな新春を迎えられたこ
ととお慶び申し上げます︒
また平素よりシルバー人材セ
ンターに対しまして格別のご理
解を賜っておりますことを心か
ら感謝申し上げます︒
ご承知のとおり私たちセン
ターは︑地域の日常生活に密着
した就業機会を提供するなどに
より︑高齢者の﹁居場所﹂と
﹁出番﹂をつくり︑﹁生涯現役
社会﹂の実現を果たす役割を
担っており︑併せて︑高齢者の
生きがいの充実と社会参加の促
進を実行し︑高齢者の能力を生

る町づくりを進めてまいる所存 ります︒今︑新時代を迎えよう
でございますので︑より一層の としています︒私たちの町も風
ご支援とご協力を賜りますよう 向きを﹁元気で楽しい町﹂に向
け︑舵を取らなければなりませ
お願い申し上げます︒
結びになりましたが︑美方郡 ん︒
新風元年から二年目に入りま
広域シルバー人材センターの
益々の発展と︑会員並びにご家 した︒町づくりの原点は︑町名
族の皆様のご健勝とご多幸を心 にふさわしい町づくりです︒町
よりお祈り申し上げ︑新春のご の最大かつ無限の宝である温泉
の利用で︑健康で長生きができ
挨拶とさせていただきます︒
ることです︒つまり﹁おんせん
天国！﹂です︒健康・観光・移
住定住で﹁楽しい町﹂を提案し
ます︒
新温泉町長
さて︑浜坂道路が開通し一年
西 村 銀 三
が過ぎました︒道の駅も二年目
に入りました︒昨年四月には但
新年明けましておめでとうご 馬牧場公園の但馬牛博物館もリ
ざいます︒会員の皆様には︑健 ニューアルし︑町を訪れる人は
やかに新春をお迎えのこととお 順調に増えています︒また︑昨
年五月には町で初めての日本遺
慶び申し上げます︒
貴センターにおかれましては︑ 産﹁北前船寄港地・船主集落﹂
日頃から会員の皆様の豊富な知 に認定されました︒構成文化財
識や経験を活かした就業活動等 が集まる諸寄地区はもちろん︑
を通じて︑地域社会に貢献され 町全体の魅力アップと活性化に
ていることに対し︑心より敬意 つなげてまいります︒さらに︑
昨年のほたるいか祭りの来場者
と感謝を申し上げます︒
今年は︑五月から元号が変わ 数は三万人を超え︑浜坂ふるさ

しくお願いいたします︒
会員の皆様にとりまして︑本
年が良い年でありますことをご
祈念申し上げ︑新年のご挨拶と
させて頂きます︒本年もよろし
くお願いいたします︒

香美町長

浜 上 勇 人

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
人材センターの会員並びにご家
族の皆様におかれましては︑希
望に満ちた輝かしい新春をお迎
えのことと心からお慶び申し上
げます︒また日頃より町政に対
しまして︑ご理解とご協力を賜
り︑心からお礼申し上げます︒
美方郡広域シルバー人材セン
ターにおかれましては︑日頃よ
り会員の皆様の豊富な知識と経
験を生かすことができる就業の
場の確保や技術の継承に取り組
まれ︑地域社会の発展に大きく

と夏祭り花火大会の来場者数も
過去最高を記録しました︒旅館︑
民宿の宿泊や入浴施設などの利
用客も少しずつ増えてくるなど︑
今後は更なる好循環が期待され
ます︒
町の人口は減り続けています︒
合計特殊出生率は一・四三と但
馬地域では最も低くなり︑待っ
たなしで子育て環境の充実に取
り組んでまいります︒また︑高
齢者対策は特に福祉タクシーな
ど交通手段の確保に重点を置き
ます︒
高齢化社会における生きがい
や健康づくりなど︑地域が元気
になる取組を進めていくために
も︑皆様の存在は大変貴重であ
り︑また︑貴センターが果たす
役割は更に重要になってまいり
ますので︑より一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申
し上げます︒
結びに︑貴センターのますま
すのご発展と会員の皆様のご健
勝とご多幸を祈念し︑新年のご
挨拶とさせていただきます︒

貢献いただいておりますことに
深く敬意と感謝の意を表します︒
さて︑少子高齢化社会が急速
に進展していく中︑高齢者の皆
様が生涯現役として様々な形で
社会参加することができる環境
づくりが求められています︒今
後も一層の高齢化が見込まれる
ことから︑シルバー人材セン
ターの果たす役割はますます重
要なものとなってまいります︒
このような中で︑就労意欲を持
つ皆様に就業を通じて積極的に
社会参加いただくことは︑労働
力人口の減少により不足してい
る労働力を補うだけでなく︑地
域社会の活性化に大きく資する
ものと考えており︑地域社会の
担い手として大きな期待を寄せ
ております︒
本町といたしましては︑美方
郡広域シルバー人材センターと
の連携をこれまで以上に密にし︑
更なる就業機会の増大と支援を
図る中で︑高齢者の皆様の日々
の生きがいを充実させるととも
に︑生き生きとした生活を送っ
ていただけるよう︑活力あふれ
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ると信じる︒

温 泉 地 域 川元
豊
①平成三十一年の抱負
くよくよせずに健康で元気で
妻と二人ほがらかに暮らす事︒
三十一年は田んぼも飯米だけ
作る予定にした︒
②趣味
グラウンドゴルフ
特技
庭木の剪定
楽しみ
杜氏館に出る事︒
ＮＨＫの朝ドラを見る事︒
③日頃から健康に気を付けてい
ること
食事は腹八分目︒午前一時間︑
午後一時間歩く事︒

村 岡 地 域 岡田
孝
去年の十一月にある作業班の
反省会を兼ねた打上げをしまし
た︒大いに盛り上がりました︒
その時誰かが言った﹁シルバー
の簡単な仕事もしんどい仕事も
気持ちですれば楽しい﹂と︑そ
の時は気にもならなかったが確
かにそう言ったその人の仕事は
丁寧できれいだ︒私もそんな気
持ちで作業をしたいと思う︒
七十を過ぎた今︑身体のあち
こちには年齢を感じますが︑辛
い時は心と体を休めて無理をし
ない様にし︑シルバーで時々刺
激と潤いをもらいながら好きな
畑仕事︑野菜作りをしたいと
思っています︒

また︑たまに会う子︑孫達の
笑顔を楽しみにこれからも︑体
に気を付けて︑それぞれの仕事
に精を出したいと思います︒
まずは健康が一番︒

健康第一に
温 泉 地 域 坂本 廣志
早いもので︑定年退職して七
年が経ちました︒
すぐシルバー会員となり第二
の人生のスタートを始めました︒
仕事は剪定・雪吊り作業等々を
しております︒亥年生まれの私
は七回目の亥年を迎え︑又︑元
号も変わる年でもあります︒
今のところお陰様で病気もせ
ず元気で過ごしています︒認知
症患者が増えている今日この頃︑
意識しながら日常生活しなけれ
ば⁝似合っただけの仕事に従事
する事です︒
②たえず身体を動かして家庭菜
園また日曜大工的な事が好きで︑
夜は深酒をせず適度にたしなむ
程度︒
③無理をせず常に身体を動かし
ています︒

浜 坂 地 域 谷村 喜代志
先ずはこの年齢︵七十一歳︶
まで元気に健康な日々を送らせ
て頂いている事に感謝しており
ます︒
若い時は年の始まりにはいろ
いろと抱負︑目標もありました
が今は一日一日無事過ごすこと
が目標となっております︒
只何も努力しなくて健康を維
持することは厚かましく思って
おりますのでランニングを趣味
として四十年程になりますが年
二〜三回フルマラソン大会等参
加し健康を維持しております︒
勿論タイムは度外視︑健康診断
のつもりでの参加です︒
そして近い将来ランニングも
不可能になることを予測し︑今
考えていることは︑ロードバイ
クを購入し四国一周一四〇〇㎞

中村

馨

を遍路周りを夢見ております︒
そのためには自転車の購入代︑
宿泊代︑浄財等etcの貯蓄を
今からしなくてはいけませんの
で今しばらくささゆりのお仕事
をし︑人々に感謝されることで
生きがいを感じ︑楽しく働く喜
びを感じております︒

村岡地域

①平成三十一年の抱負
今年も元気でいたら︑がんば
りましょう︒
②楽しみ
できた仕事がうまくいったら
楽しみます︒
③日頃から健康に気を付けてい
ること
車より歩くことが健康だと思
います︒

香 住 地 域 濱上 章子
私自身を含め何事にも前向き
の姿勢でいろんな事に挑戦して
いけるようサポートできたらな
と思います︒
図書館や病院の待ち合い時に︑
パンや菓子のレシピを見つけメ
モをし︑気がむいたら作って楽
しんでいます︒また︑季節に応
じた食材をいろんな方からアド
バイスをいただき自分なりのレ
シピのレパートリーを広げてい
ます︒花が好きで種から苗から
大きくなっていく姿を見守りな
がら咲いたら﹁ありがとうね﹂︑
しょんぼりしていたら﹁ごめん
ごめん水が欲しかったね﹂と花
と会話をしながら種を取りさし
木︑さし芽をして次の季節を楽
しみにしています︒小さい芽が
出た時︑思わずニコッ！！
そして︑家の廊下は大またや
小ばしりでサッサと動き︑つま
先で階段あがり︒雨が降らな
かったら家の周辺でウォーキン
グ︒心地良い汗をかいたら温泉
でのんびり︑ゆったりするのが
至福のひと時とし︑コーヒーを
一杯です︒

４
５

信頼の姿

事業推進大会

亥年生まれの会員の方に ①平成３１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。

新しい年を迎えて
村 岡 地 域 岡田 正夫
もう六巡目の年男です︒
大きな病気もせず︑ここまで
来られた事が何よりだと思って
います︒
これといった趣味は有りませ
んが︑家の近くの畑で︑少しだ
け野菜を作っています︒収穫の
時が楽しみです︒

▲ 受賞された藤澤𠀋夫様（右）と井口薫様（左）

いらっしゃい

香 住 地 域 小林 太郎
人間社会の営みは︑互いの信
頼関係なくして物事は成り立た
ない︒今新聞記事を賑わしてい
るニュースに元日産自動車会長︑
カルロス・ゴーン氏の役員報酬
の有価証券報告書の件で金融商
品取引法違反の疑いで逮捕され
た︒億単位で我々庶民の感覚で
は別世界の話︒中身は徹底した
合理化︵人件費がおしく︶が引
き起こした人手不足のため手抜
き作業︒こうして会社が出した
利益を傲慢な︑なりふり構わず︑
家族旅行や私的な不動産︑役員
報酬に吸い取られていた︒好き
勝手な振る舞いの裏に︑何千何
万人の合理化の犠牲者が出てい
る︒
毎日︑朝市に出す葉ネギの作
業には︑この葉を取るか残すか︑
買ってくださる人の顔︑この葉
は信頼関係を生む葉である︒美
味しいネギを届けようと︑こん
な事を考えながら作業している︒
心のこもった何十円である︒先
日ある店の店長さんとの話し︑
お客さんは名前を見て買ってま
すよとのことでした︒ゴーン氏
は掃除の手間を惜しんで︑枯葉
の付いたネギを出荷して稼いだ
数十億単位の金である︒
仕事とは︑常に真剣勝負︑手
抜きは必ずしっぺ返しがありま
す︒何事も真面目︑最後に残る
のは︑真面目な姿こそが生き残

平成30年10月31日（水）、神戸情報
文化ビル松方ホールにて開催され、兵庫
県知事表彰に、前理事長 藤澤丈夫様が、
協会会長表彰の役員表彰に小代地域の井
口薫様、会員15年表彰に香住地域の田
中公明様が受賞されました。
表彰の後、「安全宣言」、活動事例発
表（芦屋市ＳＣ）、「高齢者の交通安全
について」の講演がありました。

亥年さん
兵庫県シルバー人材センター
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3月

１月

襖・障子張り講習会

料理講習会

平成31年１月発行

養父市ＳＣへ視察

定時総会

8月

7月

6月

5月

10月

家事援助スタッフ研修会

グラウンドゴルフ大会

生活支援スキルアップ研修会
ドライバーズスクール

事業推進大会

9月
事業推進大会（梨販売）

ドライバーズスクール

ドライバーズスクール（安全技術搭載車）

11月

刈払機取扱講習会

自動車運転講習会

家事援助スタッフ研修会

加古川市ＳＣへ視察

自動車運転講習会

中播広域ＳＣへ（梨販売）

月

12

親睦旅行
親睦旅行

寄せ植え会

6
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あなたの地域の
サロンへお伺いします
健康教室を希望の地域へ出向いて開催しています。ご希望の方は、お申込み下さい。

健康教室の内容

7

親睦旅行

11/15㈭

淡路島 ～人形浄瑠璃と八浄寺（七福神総本院）の旅～

夜の明けようとする六時頃︑美方郡各地より参加された会員を乗せた
観光バスは︑一路淡路島へ︒
淡路人形座での人形浄瑠璃﹁戎舞﹂や七福神総本院﹁八浄寺﹂で法話
を頂き︑バスの中でのビンゴゲームなど︑楽しく和やかな一日でした︒

寄せ植え会
12月12日（水）香美町の村岡区中央公民
館で開催しました。
当日は、会員、地域の方々19名が参加さ
れ、村岡区の園芸店プラムの梅津和子さんの
指導で行われた。
丸鉢にヘーベ、ギョリュウバイ、ビオラ、
ミニバラ（チュチュ）、ミニ葉牡丹（２種
類）の６種類の花をバランスよく植え付けた。
参加者からは、「豪華できれいな寄せ植え
ができました。クリスマスやお正月に楽しめ
ます」など好評でした。

・健康チェック（血圧測定）
・コグニサイズ（歌と体操）
手遊び（歌いながら手を動かす）
お手玉（歌いながらお手玉）
しりとり（手・足を動かしながら、
テーマにあったしりとり）
回想法 昔の道具を写真で見なが
ら（みんなで昔話）
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あなたの知識と経験を活かしてみませんか？

会員募集中

会員を希望される方は

● 概ね６０歳以上で、美方郡に在住する健康で働く意欲の
ある方。
● シルバー人材センターの趣旨に賛同される方。

入会説明会にご参加ください

● 月１回（原則第２火曜日）9：30〜新温泉町湯のセンター事務所で行っています。
入会説明会
開催予定日

2 月 12 日㈫ 3 月 12 日㈫ 4 月 9 日㈫ 5 月 14 日㈫

※遠くてセンターまで来られない方や、当日都合の
悪い方は事務所までお問い合わせください。

● 入会説明を受け、入会申込書他
必要書類を提出。

● 会費2,400円を
納入。

（公社）美方郡広域シルバー人材センター

☎ 0796−99−2828

至 浜坂

歌長北

９

春来川

ル
ホー

至 村岡
夢大橋

夢

新温泉町
温泉総合支所

すこやか〜に
〒669-6821

美方郡新温泉町湯904-3

トンネル

（公社）
美方郡広域
シルバー人材センター

至 湯村温泉荒湯
至 湯村温泉荒湯

お問い合わせは

事務所
案内図

デイサービスセンター

やすらぎの里

高齢者生活福祉センター

広域事務組合
森田歯科医院

稲負谷川

㈲清美社

至牧場公園

センター業務の紹介
仕事発注の流れ

家庭・企業
官公庁 等

仕事
申込み

シルバー人材センター

料金
支払い

仕事を
提供

シルバー会員

配分金
支払い

仕事の実施（就業）

仕
事

一般作業

例

除草・草刈り、
屋内外の清掃、
墓掃除 など

技

能

植木剪定、大工
左官仕事、障子
・襖の張り替え
など

サービス

管

家事援助 など

宿日直、施設管理、
空き家サポート など

宛名書き、賞状

事務管理 書き、筆耕 など
８

理

折衝外交
検針、配達
など

その他依頼されたい
方はご相談ください

