
平成25年1月21日　　　　　　　　　　シル／l■」人材ニュース

糟F市シルバー人材七つクー

第236号
●●●●■●●■■●■■■■●■■●■■
MMHMH■1■■■

2013．1喜

編集発行：（公財）神戸いきいき勤労財団
神戸市シルバー人材センター

〒651－0096　神戸市中央区雲井通5丁目3－1（サンパル10隋）
●東部センター／857－3601●西区センター／993－0066
●中部センター／521－8000　●北区センター／596－3181
●西部センター／621－6880　●本　　　部／252－0316
電話番弓はおかけ間違いのないようお願いします

ホームページ　http：／／www．kobe－Sjc．orjp

轄う

新年あけましておめでとうございます

金男の皆さまにおかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。

当センターでは、昭和57年から高齢者に適した仕事を家庭や企業などから請け負い、

金男の方々に紹介してきました。高齢者の生きがいづくりと福祉増進のために始まった事

業ですが、地域社会の家庭や企業を鹿渡するチームとして定着し、その就業内宜に、

多くの市民の方から感謝の声が寄せられております。これも全英の皆さまの仕事への諷

実な液組みの賜物と感謝申し上げます。

また、昨年4月1日に当財団は公益財団法人へ移行しました。益々、当センターへの

期樽が高まっております。

「み」せましょう　シルバーの「ビ」りょうを　より糸展する神戸の未来を「し」んじて、

i‾二二三っ畏三一一二二二三理事長　竹中　幸雄
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鰍診蓼㊥◎蜘歯
也等盛窒5年春季定例帝座・〝．裏表盤露盤

申込受付期間2月8日（金）－3月10日（日）

各勤労市民センター・勤労会館では、文化・趣味・スポーツなどの春季講座受講生を募集します。

募集期間は2月8日（金）～3月10日（日）までです。募集パンフレット申込書は各勤労市民センター・

動労会館・区役所などで2月上旬に配布します。申込方法など詳しくは下記までお問合せください。

⑳（公財）神戸いきいき勤労財団　生涯現役支援課　℡251・5561

e勤　　労　　会　　館℡232・1881　⑳新長田勤労市民センター℡64312431

●六甲道動労市民センター℡841－1711　等ピ　フ　レ　ホ　ー　ル℡621－1120

●兵庫動労市民センター℡576－0981　◎垂水動労市民センター℡708・8901

1月分 2月分 3月分 4月分 5月分
2月1 5日（金） 3月15日（金） 4月1 5日（月） 5月17 日（金） 6月17 日（月）
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（東灘区　灘区を担当）

〒658－0026

神戸而東灘区魚崎西町1丁目1番58号
（六甲ライナー南魚崎駅西側100メートル）

電話857－3601
Fax．857－3602

垂窃粉念瑚
嘩型監儀型覿塾捷遽些勤

市営地下鉄

、▲「。‾一丁

‾「・「忘㌃「「

〒653－0039

神戸而長田区日吉町3丁目1番10号
（市営日吉住宅1階）

電話621－6880
Fax．621－2277
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よろしくお願いします0～センター職員一同か

重
中央広場

フレンディ専門店
フ‾ル 二梱

」些 準．」

シルバー人材センターでは、会員のみなさんに1年に1回、会員登録を継続されるかどうかを確認しな

ければなりません。本年も会員継続調査を実施いたしますのでご協力いただきますようお願い申し上げます。

句読謹謹血由

払倭国瓢∴

平成24年9月30日までに入会された方のうち、平成24年10月

から平成25年1月までの4ケ月間に就業する機会のなかった方。

対象となる方には、2月中旬に調査票（往復はがき）を郵送いた
します。調査事項にご回答のうえ必ず締切日までにご返送くださ
い。回答がない場合は、会員を継続する意思がないものとして会

昌登録を取り消しますのでご注意ください。

平成25年3月7日（木）期日厳守でお願いします。
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平成24年中の就業に対して配分金を受け取られた方は申告をお願いします。なお、所得税

法上の配分金取り扱いについて簡単にお知らせします。

1．配分金の取り扱い
シルバー人材センターで就業した場合、会員のみなさんとセンター、または発注者との間に雇用関係

は生じません。会員のみなさんが受け取られた配分金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、必

要経費として最高65万円までの特別控除が認められます。

2．控除額
配分金以外に所得税法の対象となる所得がない場合は、基礎控除38万円と特別控除65万円をあ

わせて103万円の控除額となります。配分金以外に所得税法の対象となる所得がある場合は、基礎控

除38万円、特別控除65万円（上限は配分金額）、公的年金等控除（下表参照）、その他の所得控除を

あわせた額が控除額となります。

3．公的年金等の控除群一覧表

年齢が65歳未満の場合

公的年金等の収入額 公的年金等の控除額

～130万円未満 70万円

130万円以上～4 10万円未満 公的年金等の収入親×25％＋ 37．5万円

410万円以上～770万円未満 公的年金等の収入額×15％＋ 78．5万円

770万円以上～ 公的年金等の収入親 × 5％＋155．5万円

公的年金等の収入親 公的年金等の控除額

～330万円未満 120万円

330万円以上～4 10万円未満 公的年金等の収入額 ×25％＋ 3 7．5万円

4 10万円以上～770万円未満 公的年金等の収入観×15％＋ 78．5万円

770万円以上～ 公的年金等の収入額× 5％＋15 5．5万円

※年齢は収入のあった年の12月31日現在の年齢です。

4．管轄税精署一覧表
配分金の所得税法上の詳しい取り扱いについては、最寄の税務署にお問い合わせください。

区 管轄税務署 ・電話番号 区 管轄税務署 ・電話番号

東灘区 芦屋税務署 0797 （31）2131 長 田区 長田税務署 （69 1）5 15 1

灘　 区 灘　 税務署 （861）5054 須磨 区
須磨税務署 （73 1）4 333

中央区 神戸税務署 （391）7161 垂水 区

兵庫区
兵庫税務署 （576 ）5131

西　 区 明石税務署 （92 1）2 261

北　 区

5．配分金支払証鯛書
平成24年中に就業のあった方全員に、所得税の確定申告用の「配分金支払証明書」を1月末頃に

別途郵送いたします。

なお、配分金支払証明書には、平成24年12月就業分の配分金額が含まれています。これは、年内に

その金額をお支払いしてはいませんが、収入が確定しているためです。

Lt＝■［コ■＝　［　t二
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これまで2回、北区のフルーツフラワーパークにて、会員交流会を行っていましたが、今回は

地区別に開催しました。

11月29日（木）新長田勤労市民センターで、長

田区、須磨区、垂水区の各区から14名の会員が

参加して会員交流会及び相談会を開催しました。

神戸アスリートタウンクラブの高山先生の指導

で「指広げ連動」から、「足首伸ばし運動」「首の

運動」を行い体がほぐれてリラックスできたところ

で、自己紹介と近況の報告を行いました。最後は、L
じゃんけんゲームで盛り上り、垂水区の大島さん

が見事1等質を獲得しました。

相談会では、3人の会員が就業の相談を受け

ました。

じゃんlナん

ゲーム

12月11日（火）六甲道勤労市民センターで、会

員13名が参加して会員交流会及び相談会を開

催しました。東灘区、灘区のほか、北区からも参加

があり、アスリートタウンクラブの藤中先生の指導で、

ストレッチで体をほぐし、リラックスできたとろで、近

況報告を行いました。

お楽しみのじゃんけんゲームは、灘区の田中さ

んが1等賞のワインを見事に獲得されました。

相談会では1名の会員さんから、就業やボランティ

ア活動などの相談がありました。アンケートでは、「懐

かしい方と会えた」「楽しかった、また参加したい」

「同じ仕事についている他の地区の会員と交流

会を開いてほしい」といった声が寄せられ、大好

評のうちに終りました。

健康体操

近況報告

く二二＝諷0く＝〉くせに－　く二つ鴎鋸ニ＞一〇一二二〇¢顔こ：＞－　＜二つ碑C＞－0－く○軸こ：ニー0　＝ここ：く二三一g一式つ齢C＝一〇一くつ¢幽⊂＝＞　く＝M如ここ＝一〇くここ〉卓的（：＝一書一三〇¢如くココ一〇く二つ

甥夢棚盛衰脚夢㈱
11月15日（木）好天気の中、昨年に続いて神戸マラソンのコース沿道のクリーン作戦を行いました。長田区

からJR鷹取駅まで約2kmの間で、会員42人とスタッフ5人が参加し、それぞれ金バサミを使って拾い集めまし

た。集めたゴミは約400し。戻ってきた会員の顔はどれも綺麗になったコースを思い晴れやかな笑顔でした。

コ三の分別
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（1）東部センター11月14日JR摂津本山駅周辺での道路美化業務についてパトロールを行いました。

（2）中部センター11月19日　鶴越墓園で除草作業の点検を行いました。

（3）北区センター10月24日　神戸拘置所で除草作業の点検を行いました。

（4）西区センター11月8日　㈱スイートガーデン神戸工場で、屋外・屋内一般作業について、
パトロールを行いました。

各センターそれぞれ点検をしていただきました。点検

の結果、道具の保管場所を変更したもの、発注者へ改

善をお願いしたもの、事故防止について会員で話合うこ

とになったものなど、具体的な改善がなされました。

点検していただいた委員の皆様ご苦労様でした

道路美化清掃業務

11月19日（水）第3回会員安全就業推進委員会が開催されました。議題は、センタ一別安全パトロール

の報告、刈払機使用時の養生について、その他報告事項では、今年度の事故件数、安全就業スローガ

ンの掲示、安全講習会の実施予定などが挙げられました。

意見交換では、会員の健康管理の点から、家事援助サービスにおける就業時間の延長や当初業務

の変更問題、また持病のある方の入会について話し合われました。

近い将来、
南海・東南海地震
私たちを襲います！

今後30年以内に約60％以上の確率で発生するとされている

地震の一つが南海・東南海地震です。広範囲で比較的長時間に
わたり、大きな横揺れが続くと予測されています。

神戸市の支援制度を
活用しましょう。

家具類の固定費用の1／2ま
たは1万円を限度に補助があ
ります。満65歳以上の方、陸
がい者、小学生以下の子供が
いる世帯が対象です。地域団
体向けに派遣制度もあります。

昭和56年5月以前に着工された住宅は、建築基準法改正前の古い

基準で建てられているため、耐震性が不足している可能性がありま

す。耐震診断を受けて、安全性を確認することをお勧めします。

耐震診断

神戸市から無料で耐震診　　耐震改修設計費と耐震改修工

断員（建築士）を1派遣し、　事費の一部に最大137万円幾の
住宅の耐震性を診断します。　補助があります。昭和56年5
昭和56年5月以前に着工さ　　月以前に着工された住宅が対象
れた住宅が対象です。　　　　です。

※阪神・淡路大震災復興基金からの補助を含みます

芸嘉と：諾雷讐謡の靂蒜筈ごiT【LO78・222・0186請訓瀞17時
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西区センター「西区健康・福祉フェア」に出展
西区センターは昨年10月6日（土）、西区の地域イベント「第16回西区健康・福祉フェア」に、西区センター

の各事業の区民へのPRや受注拡大を目的として出展しました。このイベントは毎年、市営地下鉄西神中

央駅前プレンティ広場で開催され、西区にある福祉・ボランティア関連の団体が、ステージでの演奏・ダンス、

テントブースでの模擬店やフリーマーケット、展示等を行って地域の皆さんとのふれあいを深めるお祭りです。

西区センターは22・23年に続き3回目の参加です。労定班、除草斑、地域便利斑、福祉・家事援助サービス

班、パソコン訪問指導班、WAFU de小物、等の西区各駐・グループや中部センターのミシン工房、本部の

ぴよぴよ隊の会員と西区センター職員合わせて27名が参加しました。西区センターのブースでは各班が窓

口を設け訪れた人の就業や仕事の相談を受けました。会員によるシルバーのチラシ・ティッシュ配り、ぴよぴ

よ隊会員によるPR活動を行ない、WAFUde小物やミシン工房の作品販売などもにぎわいました。

御⑳ 砂金窃紛暦、華艶

C
㍉

】　24年9月から西区センターの会員が活動を始めました1wAFU de小物lのグル

ープです。着物を小物に再生して安価で販売するとともに、会員の交流・親睦を図る

計画ですが、残念ながら材料の着物が集まらず、苦戦しています。

眠ったまま処分に困っておられる方、連絡ください。大切に利用させていただきます。

肥一二、…こち’表什‥、；州；ブ妄●、岩山；■∴：一一三十　…．．；纂・し｝
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会員の知識を活かした社会貢献と
子ともたちとのふれあい

昨年5月20日（日）開催の「第42回神戸まつり」の束遊園地グランド（わ

くわくスクウェア）会場に昔遊びコーナーとミシン工房作品を出展しました。

東部センター：割り箸鉄砲、中部センター：竹とんぼ、竹馬、北区セ

ンター：折り紙、西区センター：けん玉

中部センター：竹とんぼ、竹馬

東部センター：わりばし鉄砲

北区センターニ折り紙

圧＼・潮二二章毎ノ嵩む一一晶割付‾Fl押上章亨丑

中郡センターニ竹とんぼ、竹馬

西区センター：けん玉
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昨年10月13日（土）開催の「ハッピーパック全員集合inグリーンフェスタこうベ2012」神戸総合運動公園会

場に西部センターが「スーパーボールすくい」を出展しました。同時にミシン工房、WAFU de小物、G＆B農

園の展示販売を行いました。
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会員の持つ技術を活用することと会員間の交流

機会をつくるため、会員が講師を務める会員自主

講座を中部センター3階会議室で昨年9月に開講
しました。

いきいきシルバーサロン　講師　伊藤公子

水墨画　講師　山原　完

シルバーサロン

二
羞
十

二
才
」

1

事故ゼロを目指した安全就業の取組みとして、毎年9月に実施している交通安全講習会を本年度

はポートアイランドドライビングスクールで開催しました。当日は事前に応募のあった会員19名が、兵庫

県警察本部職員の交通安全講習とスクール指導員の実技講習を受けました。

フルーツフラワーパーク内で開催される「神戸イルミナージュ」の観覧チケットが付いたお得なプランです。
1泊2食付　お1人様　8，300円～（料金には、宿泊料金、夕食代、朝食代、入湯税を含みます）
期間：2013年2月15日まで　欒ここでの平日は、休前日を除く日程です。日曜日も翌日が休日でなければ、同料金でご利用いただけます。

宿泊：チェックイン：15：00　チェックアウト：11：00　食事

（D神戸イルミナtジュ観覧チケット付き
②各センターまで送迎バスご用意

（但し、10名様以上、乗降場所は1か所、高速代は実覿）

③会議室利用の場合、4時間まで使用料無料

④宴会場代無料（2時間まで）

⑤宴会場にてカラオケサービス（2時間）

⑥有馬温泉と同質の大沢温泉「茜の湯」に滞在期間中

入り放題6：00～23二00（受付終了22：30）

※ご宿泊の方は、翌朝10：00受付までご入浴できます

⑦フルーツ・フラワーパーク入園料金無料

（夕食）料理長おすすめの季節の会席料理など（朝食）和洋バイキング

関西最大級規棟のLEDイルミネ
ーション的400万球の光の芸術

こ芸禁諾琵㌫禁芸㌃j
〒651－1522　神戸市北区大沢町上大沢2150

ホテルフルーツ・フラワー（神戸市立フルーツ・フラ
ワーパーク）　営業部　外商営巣課

TEL：078－954－1002（予約直通）

FAX：078・954－1020（予約FAX）
ご予約の受付時間は、午前9時～午後6時までとなります。



平成25年1月21日
■■■■●■■●■●●■■●●■●●●●
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「・三日∫一人材．＝コ・－ス 第236号

神戸市シルバー人材センターが団体表彰を受けました。会長表彰

子育て支援事業ぴよぴよ隊のPR活動

ミシン工房

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

子育て支持のレベルアップを計り就業へステップアップ＿＿レ＿零せ々＿か

管．攣崩

平成25年1月31日（木）10：00～12：00・勤労会館　403号室）・託児の講習
平成25年2月　2日（土）13：30～16：30・兵庫県学校厚生会館2階会議室・託児職場実習

受講申込書に記入頂き、下記主催者宛郵送あるいはFAXで申し込みください。

なお、ハローワークの求人番号が必須ですのでご注意ください。

※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。
※シルバー人材センター会員申込期限1月23日（水）申込者多数の場合は選考します。

シルバーこうべ　第235号記事についてのお知らせ

第235号のG＆B農阻メンバー募集記事中の‘甥全安心の自然栽培（有機・無農薬）”の表現について、JAS認定の‘‘有機栽培’’・“無農薬栽培”と誤解する紛らわし

い表現ではないか、との指摘を指導機関から受けました。関係機関からの指導を軌ナ当センターにて、検討を行なった結果、今後上記の表現を用いないことに決定しました0

このため、当センターホームページにアップロードしているシルバーこうべ第235号では、上記の表現を削除しました。

10 庭塾ヲ


