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職等リポート
「優しさとやりがいJ

灘区：新居さん、木谷さん、沼田さん

神戸市立王子動物園は昨年開園60周年を迎え、広い敷地に

約140種800点の動物の他、各種遊具を揃えて今までに6，200

万人の家族連等、他府県からも訪れています。

動物園を管理する、神戸市建設局が新設した素晴らしい多

目的トイレを含む園内12ヶ所のトイレの清掃を2人づつ6名

のシルバー会員が、シフトして就業しています。灘区の新居

さんと灘区の木谷さんは特に混み合う日は来場者に色々と気

を使いながら、床面に水を打ち、それを又滑らないように綺

麗に拭き取る等、誠心誠意作業をしています。

又、真夏の日差しのもと、広い園内の急な坂道を昇り降り

しながら女性2人で行うキメ細かい気配りの行き届いた清掃は、

キツイけれどやりがいを感じるとのことです。

更に、子供機関車やスピードの出るターンカップを担当さ

れている灘区の沼田さんのお話では、「幼児の利用であり、

その安全性にとても気を這います。けれど止まって降りる時、

皆さんが”ありがとう”と云ってハイタッチまでしてくれる

のは嬉しくて心が癒される思いです。」とのこと。、遊園地に

くる家族連れはきっと心豊かな温かい家庭なのだ。と思える

そうです。

目立たない就業でありながら、こうして多くのシルバー会

員の人たちが優しい思いをこめて努力しておられる事をお伝

え出来て良かったと思います。

－　2　－

多目的トイレ清掃

園内の急な坂道の清掃

子供機関車
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嘲砂伊
兵庫区　高垣知世さん

今回は、当中部センターの会員の中でイベントのパレードに出演する人々の衣装を仕立てる「高

垣　知世」さんにスポットを当ててみました。

高垣さんは、「福原遷都まつり実行委員会」の協賛団体（11

団体ある）の内の1つ「手づくりのまちおこしゃんひらの塾」の

幹事として活動されています。

この“塾”は、兵庫区地域の町おこしの一環として約10年前

から活動を続けていて、中でも最大のイベントは、清盛公が11

80年（治承4年）6月2日に平安京より現在の平野地域に都（福

原京）を移した日を記念して、毎年この日の一番近い土曜日に

開催される「福原遷都パレード」です。（今年で第8回を迎え

ました）
衣装を説明する高垣さん

そのパレードの仮装行列の中での平家の公達に扮する人達の衣装を主に縫っておられるのが高垣

さんなのです。

高垣さんは、もともと両親が“洗い張り”のお仕事をされていて子供のときから馴染んで育った

縫製作業中

環境にあったこともあり、自分もこの道（和裁）に進みました

とのことでした。

衣装を作成するにあたっては、新品の生地から仕立てること

もありますが多くは古着、はざれなどを古着市で購入したり、

色々な方に声をかけその材料を寄付などにより取得することか

ら始まります。着古した生地の縫い目をほどき、イベントの出

し物（仮装、舞台衣装）をイメージ、デザインして裁断をする。

たとえば、今回は平家一門の公達（清盛、重盛、知盛以下の武

者）達に着せる直垂、袴など数着仕立てられました。

特に今回は清盛に扮する兵庫区長に着てもらうので張り切っ

て入念に仕立てて喜んでいただきうれしくなりましたとのことでした。

第1回から8回までの“祭り”のものを仕立てた着数は数十着にもなりましたと楽しそうに笑っ

ておられ、本当にこの仕事が好きなんだなあと感じた次第です。

また、丹波市で開催される「姫ボタルまつり」（6～7月）
どのイベントにも参加されています。

その他、神戸での歴史ブームの清盛にあやかって神戸で走っ

ている観光タクシーにも高垣さんお手製の衣装が配備されてい

るそうです。お目にかかるかもしれませんよ・・。

高畠さんは、手芸を楽しむサークルを“ひらのっ子”ステー

ションで毎月第2日曜日に開いておられます。一度のぞいてみ

られてはいかがですか。

それでは、このような趣味と実益に生きがいを感じておられ

る高垣さんに、余生を元気に健康でますます地域の発展に活躍

されるようエールを送りおわりにしたいと思います。
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「かたくりまつり」（4～5月）な

作成衣装の披露
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恥穏賎熟伽．・・′、．・・、、・・脚
～杉田二郎さんが■戦争を知らない子供たち－■を熱唱！～

懐かしの■■ジローズ■■復活？！

9月5日（水）に当財団の主催で「いきいきシルバーのつどい」を神戸文

化ホール大ホールで開催しました。今回は、団塊の世代が65歳を迎える

年であることから「頑張ろう！団塊世代日」をテーマにフォークシンガーの

杉田二郎さんを迎え、トークと歌を披露していただき、約1，800人の方が

楽しいひとときを過ごされました。

杉田二郎さんは「60年代は日本が豊かになっていった時代です。そし

て若者は既成の事実や古い物事を打ち破り、新しい考え方やルールを

主張していった時代でもありました。」と昔を振り返り、代表曲「戦争を知

らない子供たち」については「古いものを打ち破ろうする若者は『戦争を

知らないくせに生意気だ』と叱られた。そこで、『私は戦争を知らない、戦

争は体験しないほうがいいじゃないか』という思いでこの曲を作ったのです。」と語られました。

懐かしい歌の数々に、同世代の観客から盛大な拍手が送られました。

神戸市シルバー人材センター

安誉就業或唱一誠弦の公選作品野津定咳吏ばだ。

～ヒヤリ・ハット　活かした作業に　事故はなし～
シルバー人材センターニュース4月号で「安全就業スローガン」を募集したところ、

92点の多数の応募をいただきましてありがとうございました。

7月27日に開催された第2回会貞安全就業推進委員会において審査の結果、清

水昭丸様の上記の「ヒヤリ・ハット活かした作業に事故はなし」が優秀賞に、林田

ふみ子様の「慣れるほど初心に帰って再確認」、綾部修典様の「その手順安全

ですかもう一度」、濱田　侃様の「ゆったりと向き合うこころにスキはなし」の3点が

入選されました。

さる、9月5日（水）に開催されたいきいきシルバーのつどいにおいて、入選者を代

表して、清水棟に竹中幸雄理事長から表彰状と記念品が授与されました。

入選したスローガンは今後、シルバー人材センターの安全就業の取り組みに活

用していく予定です。
清水昭丸様

藷三土や′、安全′†トロールを黒鰐♭ま♭患。
9月28日（金）、今年度第1回の安全パトロールを、会員安全就業

推進委員会の委員と西部センター担当職員が参加して、マリンピ

ア神戸さかなの学校で行いました。屋外一般作業で主に清掃作

業を点検。事故はいつどこで起きるかわかりません。どんな場合で

も注意を怠らないことが大切です。パトロールは第2回以降もセンタ

ー毎に行っていく予定です。

神戸市立水産体験学習館（マリンピア神戸さかなの学校）ト
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「　墨・」が
いきいきとした生涯現役人生を支援するため、生きがい創造、生涯学習、就業支援に関する

総合的な相談窓口として、昨年10月17日に開設した「生涯いきいき情報センター」が開設1周年

を迎えます。

開設以来、専任の相談員が、相談を受けて、諸施策に関する情報提供、専門機閑の紹介等

を行いました。相談に来られる方は、20歳代から80歳代まで幅広く、60歳代が約6割となっており、

多くの相談者の方から満足の声をいただいています。

センターでは、関係機関とも連携し、講座情報や地域活動の情報をはじめ、提供できる情報の
充実に努めるとともに、これからも親切なおもてなしの心で対応していきます。

「趣味や生きがいを見つけたい」「社会の役に立つ活動をしたい」「まだまだ働きたい」－でも、

どこに相談したらいいのか分からない…。

そんな時にお役に立ちます日是非、お気軽にお立ち寄りください。

く場　　所〉　〒651－0096

神戸市中央区雲井通5丁目3－1サンパル10階

（公財）神戸いきいき勤労財団内

く相談時間〉　平日9：00～17：00

（土・日・祝・年末年始休み）

お電話での相談も受け付けます。

TELO78－251－2522
Ju

神戸市シルバー人材センター

発注者・会」具表彰を行し

9月5日（水）第27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

発注者さま、会員の骨さまに対して、感謝の意を表すため表彰を

行いました。

表彰を受けた発注者さま

社会福祉法人ささゆり会特別養護老人ホーム　サンライフ魚崎

表彰を受けた会員の皆さま

川内柾勝様、橋本靖子様、濱田侃棟、

山崎利幸様、難波啓祐様

当日は表彰を受けた皆さまを代表して、サンライフ魚崎様、

濱田偲．様に、竹中幸雄理事長より表彰状と記念品を贈呈しました。

咤払

∴㌔塩＿由■

ネ土会福祉法人ささゆり会
特別蓋護老人ホーム

サンライフ魚崎様

演酎侃様
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シルバー会員交流会と相談会のお知らせ

一一仕事場での会員は知ってるけど、他の会員は知らない日という会員さんも多いと思います。そこで地

域の会員のみなさんに集まっていただき、自己紹介や近況を話し合ったり、ゲームで楽しみながら会員

同士の仲間をつくっていただければと、会員交流会＆相談会を開催することとなりました。

また、お楽しみ抽選会で粗品を進呈しますのでたくさんのご応募をおまちしています。

交流会とあわせて、弁護士による法律相談や自主事業立上げ、ボランティア活動に関する相談会を行

いますのでお申し出ください。日時・場所はセンター毎に区分していますので、お間違いのないようよろし

くお願いいたします。

お申込・お聞合せは、本部事業課まで。お電話またはFAXで受付します。

電話　252－0316（平日の8：45～17：30まで）

FAX　241－9114

（FAXでの申し込みは①～⑨番号と会員番号、お名前をご記入下さい。）

（D東灘区・灘区の会見
（東部センター管轄）
と　き12月11日（火）

10：00～

ところ　六甲道勤労市民センター

②中央区・兵庫区の会員
（中部センター管轄）
と　き　11月28日（水）

10：00～

ところ　兵庫勤労市民センター

⑨長田区・須磨区・垂水区の会見
（西部センター管轄）
と　き11月29日（木）

10：00～

ところ　新長田勤労市民センター

北区・西区の会員の方も参加できますのでお申込み下さい。また相談会の希望もあわせてお知らせ下さい。

会員が講師を務める自主講座の追加募集をします。

募集講座　「いきいきシルバーサロン」
講師より

頭と心をしなやかにするためにゲーム・軽い体操・スポーツ・最近の話題について話し合ったり、
情報交換をすることで生きがいを発見することのお手伝いなればと廠っています。

講　　師

会　　場

日　　時

受講料
申込方法

（シルバー人材ニュース7月号でも紹介しております。）

伊藤公子（中部センター所属）
中部センター3階　神戸市兵庫区東山町4丁目20番1号

TEL521－8000

毎月第1・3水曜日10：00～11：45（平成24年9月〈開催中〉～平成25年2月）
1回700円（1ケ月2回分前納）
神戸市シルバー人材センター　TEL252－0316

福祉、子育て、教育、環境、まちづくりなど地域を元気にするビジネスの起業を考えませんか？

若者から熟年世代まで社会貢献、起業に関心のある多くの方の参加をお待ちしています。

日　　時

講　　師

会　　場

受講料

平成24年11月30日（金）～1月中旬
全5回午後1時30分～午後4時30分
一般財団法人ダイバーシティ研究所代表　田村太郎氏
神戸市勤労会館405号室
1人10．000円（税込）※神戸市シルバー人材センター会員の受講費補助対象講座

（全5回受講後に申請した方は3，000円の補助が受けられます。）

問い合わせ先（公財）神戸いきいき勤労財団生涯現役支援課〒651－0096神戸市中央区雲井通5－3－1（サンパル10階）
TELO78－251－5561FAXO78－252－9448　Eメールinfo－kobe－lp＠kobe－kinroujp

－　6　－
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神戸市シルバー人材センター会員で筆耕の就業を希望している方、講座終了後、
講座の実技での完成品をセンターにご提出ください。

センタ‾から筆耕の仕事を紹介するときの参考資？にします○ぐ一筆耕のレベルアップを計り
就業へステップアップしょせんか？

下記にて実施しますので、多数のご参加をお待ちしております。

主催：兵庫県シルバー人材センター協会　神戸市中央区下山手通5－7－18
TEL：078－371－8012　FAX：078－371－8016

7－クプログラム地域事業 1
公益社団法人

兵庫県シルバー人材センター協会が実施する技 能 講 習 会 の ご 案 内

○技能講習会（神戸市開催）

講　 習　 名 募集期間 講習期間

オフィスクリーニング 10／ 1 （月） 10／25（木） 11／5 （月） 11／16（金）

インターネット＆ホームページ作成 10／10（水） 11／12（月） 11／19（月） 11／28（水）

宅地建物取引主任者補助事務 10／10（水し 11／19（月） 11／26（月） 12／10（月）

○申込方法　 講習開始の約1カ月前にシルバー人材センター及びハローワークにて「受講申込書」を配布しま
す。また、兵庫県シルバー人材センター協会のホームページ【http：／／w w w ．hyogo－Silver．jp】からメールに

て受講申込みできます。

崗 琵整式箋琵琶慧琵琶窯il芸下山手分室3階
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だ・よ・り

西部センター

シルノー」人材ニュース　　　　　　　　　　　　　　第235号

＿l　区役所散歩　Il
西部センターは長田区、須磨区、垂水区を所管して活動しています。

各区役所には巾まちづくりm課が設置されており、いろいろな資料が用意されておりますので、

ぜひ、一度訪ねてみて下さい。

今回は、須磨区役所が新庁舎に移転しましたので、取材報告させていただきます。

今年の5月に須磨区役所が中島町から板宿（旧大黒小学校跡地）に移転しました。延床面積で

比較すると5130平方メートルから9280平方メートルに1．8倍

に増加しました。広々とした空間でゆったりと業務が行われて

いました。

新庁舎へのアクセスは、山陽電鉄、市営地下鉄「板宿」駅

より徒歩5分と、とても便利になりました。

須磨区は南部に須磨寺や綱敷天満宮、須磨離宮公園、須

磨水族園などの名所が集積しており、北部には多井畑厄除八

幡宮や総合運動公園などスポーツ施設があり、多くの魅力に

あふれています。また須磨海岸や須磨アルプス、妙法寺川、

須磨浦公園のさくらなど豊かな自然に恵まれています。

区民の方々の活動も活発で、地域の活動にとどまらず、被

災地の支援や交流も行っておられます。

須磨区役所では「地域の力と情熱があふれる住みよいまち

一須磨－」の実現のため区民の方々と一緒になって取り組ん

でおります。

交通　地下鉄西神　山手線の‖ながた’’駅より徒歩約5分

特長　■’どこにもまけへん、神戸の下町情緒、あったかい長田人情’’

セールスポイント　鉄人28号広場

みんな知っとう、美味しい長田

交通　JR垂水駅より徒歩約5分

特長　身近な魅力資源がいきいきと輝くまち　垂水

セールスポイント　神戸明石海峡橋

舞子公園

シルバーこうべ抑4号　諾完話芸完㌫ご黒諾器悪霊去諾票の折れ線
訂正について　　　〈誤〉契約金額　23年度3，589　■　〈正〉契約金額　23年度3，595

庭塾ヲ


