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住宅用火災警報器の設置はお済みですか？
設置猶予期限終了まで　あと8ケ月です

法律により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。

既存の住宅にも平成23年5月31日までに設置しなければなりません。

住宅火災による死者の6割以上を、高齢者の方々が占めています。

、、J　万一のときに備えて、一日も早く設置をお済ませください。

火災の煙を自動的に感知して警報を鳴らし、逃げ遅

れてしまうのを防＜ための機械です。また、消火活

動を早めて被害を小さくする効果もあります。

ほとんどの電器店や〉ホームセンターなどで購入でき

ます。価格は1個3千円前後です。

ご自身とご家族の命を守るためなのは当然ですガ、

素早し＼消火活動につなげて付近の住民を守るためで

もあります。住宅用火災警報器を設置するのは、地

域で生活するうえでのマナーといえます。

昨年市内で起こった住宅火災を、火災警報器を設置

していた場合と、設置していなかった場合で比較し

たとこう、損害額に5倍以上の差かありました。また、

火災100件あたりの死者数も大幅に減少することが

分かっています。

「台所」と「寝室」には必ず設置します。戸

建て住宅で上階に寝室がある場合は「階段室」

にも設置します。

ご自分で簡単に取り付けられます。無理して天井に

取り付ける必要はありません。壁や柱に壁掛け時計

のように、フックなどでぶら下げるだけで有効です。

また、設置を代行してくれるお店や団体もあります。

シルバー人材センターでも取り付けを行っています。

料金は1時間で 1，50 0 円程度 （取り付け個数2 ・3個）で

すが、詳しくは担当地域のセンターへお問合せ下さい。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、
神戸市消防局予防課　TEL：325－8510　またはお近くの消防署まで
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職等リポート 流れる汗、また楽しからずや
～しあわせの村一屋外スポーツ施設～

入道雲湧き立つ八月の猛暑日、三宮から車で25

分の「しあわせの村」を訪ねました。

神戸市北区にある「しあわせの村」は平成元年

（1989年）4月に開所した稔合福祉ゾーンで、205ha

の自然の中に高齢者、降がい者の支援施設、運動

広場、多種類の屋外スポーツ施設、レクリエーション・

宿泊・温泉施設が備わった市民の憩いの場となっ

ています。その中の運動場、球技場、テニスコート、

球技場周辺を整備中のお二人

入口からテニスコートを望む

アーチェリーの指定管理者になっている「ミズノ」で就業するシルバー　J

会員お二人、森島哲夫さん（61歳）と野元康博さん（64歳）を紹介します。

その日お二人は球技場（サッカー場が三面とれる）で雨が降ったあと

凸凹になったグランドを鍬と熊手でならし、平らにされていました。仕事

が終わった後、管理センターでお話を聞きました。就業は月に3日、9～15

時（内、昼食1時間はさんで）。「働く動機は？」…お二人とも定年まで同

じ会社、組織に居たので違う世界に触れたかったことと、家にいると邪

魔者扱いされるので、と。（苦笑）「仕事の内容は？」…球技場ではグラ

ンド整備。テニスコートは15面とセンターコートが1面あり、コートの砂なら

しと溝に溜まった砂の除去。アーチェリー場は的となる畳の取替。いず

れも炎天下での作業。「ご苦労は？」…野外の仕事なので、暑さ対策が一番です。

森島さんは2リットル入りのジャーに塩、レモン、蜂蜜を入れた水を欠かさず、野元さんは首に「冷却シート」を巻、＿ノ

くと大分違いますとのこと。赤銅色に日焼けした二人の話を聞きながら「ミズノ」の宮武支配人は「シルバーさん

の仕事ぶりには大変満足しています」と。今のと；ろ月に3日程ですが、6、7日程お願いしたいとのご希望です。

お二人に「休みの日の息抜きは？」…森島さんは趣味のテニス（ここのコートをよく利用されています）、ヨット、陶

芸と充実した日々を送っておられ、野元さんはお孫さん連れ

てショッピングセンターやしあわせの村に来られるとの事。お

二人とも「しあわせの村」は緑が多く色んな施設があり、シル

バーの方には使いやすいので皆さんどうぞ活用してください、

とのメッセージでした。

取材を終え退所する頃、眼下には明石海峡大橋、淡路島

が夕陽に赤々と輝いており、改めて環境のよい就業場所と

実感しました。

左から野元さん、宮武支配人、森島さん
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灘区　太田美佐子さん

灘区在住の太田さんは趣味として乗馬との出会

いが20年以上続いたと話されました。勤務先が大阪

であったことから、和泉市にある全国的にも有名な杉

谷乗馬クラブに所属し、神戸からの速さも苦にならな

かったそうです。入会する以前に六甲山乗馬セン

ター等での経験もあり、その頃すっかり乗馬にはまっ

てしまったとの事です。

60歳定年後にシルバー人材センターに入会され、鶏嶋葬

動物と触れあう六甲山牧場を希望されたのもそうし

た経験からでした。

T－棚・轟

杉谷乗馬クラブ

前述の杉谷乗馬クラブは杉谷泰造さんというオリンピック選手も輩出して

おり、多数の会員さんが楽しんでおられます。太田さんは「月2回ほど一鞍（ひ

とくらとは、1回の乗馬のこと）30～40分と、その前後の馬装（ばそうとは、馬

に自分専用の鞍を装鞍したり、騎馬前後の手入れをしたりすること。）60分

位が馬とのふれあいでした。その間が会社の事、自分の年齢、男女差、主婦

∴∵∵∵」
【一二　帯でした。」と熱く語られました。

六甲山牧場料金所で就業中の太田さん
「乗馬は見た以上にハードな

スポーツですい馬の驚きと美しきに感動し、乗りこなした時の爽快

感と何より馬のしぐさの愛らしさは正にホースセラピーです。外来

（がいじょうとは他に出向いて随時乗馬を楽しむこと）もまた然り

です。皆さんもぜひ今からでも体験されたらいかがでしょうか」と

おっしゃいました。
六甲山牧場の馬とふれあう太田さん

そして「現在の六甲山牧場で、20年以上前に六甲山乗馬センターでお世話になった当時インストラクターで

あった大原さんと偶然再会できた事は、乗馬という一本の、、

糸が時空を超えてつながっていると感じます」との事でした。

外乗の太田さんご夫妻

取材させて頂いた太田さんは明るくいきいきとされていて、

その人柄が表情にも渉み出ているようでした。

第2の人生を進歩するシルバーとして、健康こ就業、趣味、

ボランティア等、生涯現役の在り方と、それ以上にその人

の人生観、日々の心の豊かさが重要なのは云うまでもあり

ません。そうした心の支えが、シルバーとしてもう一つの大

切なものと改めて知る事ができました。
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悶日日　冒目口　国血開催のお知らせ

シルバー人材センターでは、地域でのお母さん方の活動支援を目的とした、社会貢献活動の

一環として行う子育て支援サービス関連事業の拡大を目指しています。

これらにかかる会点の皆さんの技術・知識の向上を目指して、みだしの帯座を開催する予定

です。詳細についてはシルバー人材センターニュース1月号で応募します。

1日　　時　平成23年2月4日（金）～2月17日（木）までの間で5日間程度（それぞれ半日）

2会　場　神戸市勤労会館およびコミスタ神戸（神戸市生涯学習センター）のいずれか

3・募集人員　約30名

※いずれも予定です。ご興味のある方はシルバー人材センターニュース1月号をご覧下さい。

勃l雄≠寺号酢応愕騰
紗ヨ壁認毯拶義軍壊隊瑚

隊員募集（第2次川
シルバー人材センターでは、ボランティア的に地域のお母さん方

の活動を応援する「出前託児サービス“ぴよぴよ隊”」の第2次隊員を募集します。

シルバー人材センターニュース5月号で参加者を募ったところ、多くの会貞の皆さんから

申し込みをいただき、会貞さんの自主的な発案のもと、現在、5人のチーフ会員を中心に、

チラシの作成や、地域甲お母さん方へ提供するサービスの内容などの検討を進めてきました。

“ぴよぴよ隊”の活動方針は、子育てサークル等のお母さん達だけで活動やリフレッシュ

したいときや、ご近所のママグループで、自宅に集まって料理を作ったり、おしゃべりした

いときなどに、“ぴよぴよ隊”の隊員が出前で託児を行うことにより、地域でのお母さん方

の活動を支援しようとするものです。

しかしながら、神戸市全域で活動を進めていくためには、より多くの会員の皆さんの参加

とご協力が必要になります。

社会貢献的な活動であり、多くの配分金をお支払いすることは難しいですが、地域に役立

つシルバー人材センターとして、皆さんの積極的な参加をお願いします。

参加希望の方は、官製はがきに、会員番号、住所氏名、「シルバ⊥子育て応援隊参加希望」

と明記のうえ、シルバー人材センター本部「シルバー子育て応援隊」係までお申込下さい。

10月30日必着　後日、シルバー人材センター本部からご連絡させていただきます。

〔申込先〕　〒651－0096

神戸市中央区雲井通5丁目3－1　サンパル10隋

財団法人神戸いきいき勤労財団

神戸市シルバー人材センター「シルバー子育て応援隊」係
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10月はシルバー月間です
10月は全国シルバー事業普及啓発促進月間として、仝国のシルバーで様々な取組みが行われます。

会員の皆さんもシルバー事業の普及啓発への取り組みをお願いします。

○平成22年度兵庫県シルJト人材センター事業推進大会
日　　時　平成22年10月27日（水）10：30～15：30
場　　所　兵庫県民会飴（けんみんホール）
主な内容・兵庫県看護協会による健康測定、健康・介護相談コーナーなど

・神戸市消防音楽隊によるオープニングセレモニー（13：00より）
・入場無料・参加申込不要
㊥兵庫県シルバー人材センター協会　371－8012

全員集合inグリーンフェスタこうベ2010に参加
日　　時　平成22年10月23日（土）

場　　所　神戸総合運動公園　球技場

主な内容・スーパーボールすくい（無料）
・即売コーナー

会員の皆さん！積極的な受注開拓活動等にご協力をお願いします。
☆お住まいの地域や就業先近辺でのシルバー人材センター事業のPR活動、受注開拓活動の取り組

みを進めましょう。

☆自らの経験や技能等を活かした、自主的な事業立上げに取り組みましょう。

安全パトロールを実施しました
神戸市シルバー人材センターでは、毎年、安全就

業推進計画に基づき、7月の安全就業強化月間に安

全パトロールを実施しています。今年は7月12日か

ら7月20日にかけて、8箇所の就業場所を5日間のス

ケジュールでパトロールを実施しました。

下記のような点に注意していただき、安全就業に

努めましょう。

・パッカー車等車両の移動については必ず複数で行い、

安全な誘導等に努めること。

・服装、履物等につしては、就業内容にあった動き

やすいものにすること。

炎天下での作業では熱中症に注意し、帽子の着用、

適度な休憩を取るとともに、こまめに水分・塩分を
補給しましょう。

また、就業にあたって、体調が良くないときは決

して無理をしないようにしましょう。

注）写真と注意事項は関係ありません。

会員の皆さん暑いなかお疲れ様でした。発注者の

皆さんご協力ありがとうございました。

留ご注意ください日

最近、就業途上の交通事故が増えています。公共

交通機関を利用するなど、安全なルートを選択して

ください。

なお、自動車・バイクを利用する必要がある場合

は、必ず各自で保険等に加入のうえ、事前に「各セ

ンターの所長の承認」を得るようにしてください。

事前に届け出た就業の経路・手段等と実際の就業

の経路・手段等が違う場合、万が一の事故時に、＿

シルバー保険の適用の対象外になりますので、違う

場合は変更の届出をしてください。
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皆さん、今月号のシルバー人材ニュースの題字の横の

マークにお気づきになられましたか。

昨年、会員の皆さんからお寄せいただきました、シン

ボルマークの入選作品から、より神戸市シルバー人材セ

ンターらしいアレンジを加え、神戸市シルバー人材セン

ターシシボルマークとして決定しました。

このシンボルマークは今後、シルバー人材センター事

業の中で活用していきます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●

新任所長あいさつ

．西部センター所長　金田弘司

今年5月から西部センターでおせ藷になっております。

今年のような猛暑日が続くなか、高齢者の会員の皆様が就業して

おられる姿を拝見いたしまして、頭が下がります。ひとえに妥全に就業されることを

願うばかりです。

西部センターには、神戸市全体の3分の1の会員の皆様が登録されておりますが、

就業の場は4分の1程で、引続き就業の場の確保が求められております。

円高による雷雲の低迷や雇用環境の変化など厳しい情勢下ではございますが、職員

ともども、会牒の皆様と一九となって頑張ってまいりたいと存じますので、なお一層

のご五経とご協力を燭りますようお願い申し上げます。

あすてっぷKOBE（神戸市男女共同参画センター）では、下記のセミナーの参加者を募集しています○
参加を希望される方は、同あすてっぷKOBE　361－6977までお問合せください。
（受付開始日11月9日（火）9：00～より）

富二宮・平成22年12月11日（土）13：00～15：30

号ナナ後半人生を安心して過ごすためのライフデザイン基礎講座′
第1部　介護保険・高齢期の住まい　成年後見制度の概要

第2部　エンディングに向けて　最新葬儀事情とエンディングノート

藩二象団塊世代のカップル（どちらかお一人が50代または60代の方）15組（30名）
′二参加費、1組（2人）で1，000円（エンディングノート2冊代）
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神戸帝シルバ「人材センター発注者・会員表彰を符いました

さる9月2日（木）第25回いきいきシルバーのつどいにおいて、永年にわたり、神戸市シルバー人材セン

ター事業の発展に尽くされた、発注者の皆さま、会員の皆さまに対して、感謝の意を表するため、神戸市
シルバー人材センター表彰を行いました。

表彰を受けた発注者の骨さまは、

（社福）鸞園　ロングステージ御影様
（財）兵庫県学校厚生全様

（株）増田製粉所様

豊産業（株）様

（株）スイートガーデン様

中谷忠子様　の6発注者の皆さま方

また、会員の皆さまは、

小池純市様、松田繁雄様、左藤俊男様、
藤自勇様　の4会員の方々です。

ヽヽ－

当日は表彰者を代表して、（株）増田製粉

所棟、松田繁雄様、左藤俊男様の3名の方々に、

熊取谷理事長より表彰状を贈呈しました。

シルバー人材センターでは、秋の収穫時期に合わせ、下記のとおり農園ボランティアを募集します。自然の

なかで農作業を体験しませんか日今後、センターでは、農業分野での就業開拓を考えています。是非、この
機会に、本格的な農業に触れてみませんか日

中込・問合せは、シルバー人材センター企画・受注開拓課　松本　西村　間野まで　TEL252－0316

秋のたまねぎ植付体験ボランティア＆古代米おにぎりの食事会　募集
平成22年11月7日（日）9：30集合

※雨天中止　当日連絡先：090－3542－8440（小野）

神戸市北区長尾町上津　大沢観光釣センター駐車場

当日は自家用車等でおこし下さい。駐車場から農場までは

徒歩での移動となります。農作業のできる服装で軍手や

長靴を持参してお越し下さい。

石井農園

たまねぎの植付体験とお食事会

大自然の中で行うたまねぎの

植付を通じて農業を身近に感じてください。

農業こそ健康で生きがいをもって働ける場

所ではないでしょうか1昼食には、古代米お

にぎりと味噌汁をご用意しております。農作

業で汗を流した後に自然の景色を眺めな

がらの昼食にれも農業の醍醐味です。本

格的な農業を体験されたい方は、こぞって
ご参加下さい。

欒シルバー人材センター会員以外の方も参加可能ですが、「シルバー保険」の対象にはなりませんのでご了承下さい。



平成22年10月13日
■■■■■■■■■■■●■■●●●●●●
■1■■■■■■■■●●■●●●●●●●

センター
だ・よ・り

中部センター

シル′r＋人材ニュース　　　　　　　　　　　　　　第227号

＿l 建物の小規模補修諾装せを！ll

〒652－0042　神戸市兵庫区東山町4－20－1

神戸市シルバー人材センター　中部センター　担当山本まで
TEL521－8000　FAX521－8330

当中部センターでは、大工・塗装・左官工事の仕事は、阪神淡路大震災の少し前より請け負っております0

その土手の範囲は神戸市全域に渡っております。

今日は、大工職の長井さんと森田さんのお二人の会員に集まっていただきお話を聞きました0

作業の流れは、お客様からの工事の依頼を受けると、見積もり

のため依頼主のもとに出向きます。工事の内容により、トラブルが

生じないように、受注金額、工期、使用資材などを慎重に見積も

りを行います。その際多彩な要求にも応じなければ成りませんと

の苦労話もありました。

見積り金額の了解が得られれば工事に入ります。

以前は、相当な仕事が有りましたが、今は減少傾向となってお

り、戸建ての減少、マンションの増加、景気低迷などが減少の原

因ではないかと考えられます。
左より森田さんと長井さん

会員のお二人は「痕しかったことは、工期内に完了し喜んでもらったとき、また困った事や、いやな事はあっ

ても直ぐ忘れることにしています」と話をしてくれました。

最後に、工事実績の内容をまとめてみました。

大工工事：バリアフリー工事、手摺りの取付、クロスの張替え、家具補修、外壁の補修など。

塗装工事：塀の塗装、屋内外の壁・天井の塗装など。

左官工事：ブロック塀工事又その改修、タイルの張替え、土間工事、簡単な基礎工事など。

ただし、高所作業や、水道工事・防水工事、電気工事などはお受けしていません。

、それでは、会員の皆様、一同万全の体制でのぞんで居りますのでお知り合いなどに、お口添えねがいました

ら幸いです。

床のバリアフリー化工事　　　　　ブロック工事 マンションの塗装

麒


