平成31年１月１日
（１）第２９号

第 29 号
平成31年１月１日

発行者 公益社団法人 高槻市シルバー人材センター
〒569 -1115 高 槻 市 古 曽 部 町 1 丁 目 1 番 5 号
T EL 072
（681）
2751 FAX 072
（681）
2763
E-mail takatsuki-sc@sjc.ne.jp
Ｈ Ｐ http://www.silvertakatsuki-sjc.jp/

発行日

猪の肉は万病を防ぐと云われ無病息災の象徴の事
又︑山より大きな猪は出ぬと云われ
入れ物よりも大きな中身などあり得ないと云うたとえで
大げさな言い方もほどほどにと云う事︒
五領四班

赤松重二郎
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年 頭 ご 挨 拶
高槻市長

こうした中︑本市では︑高齢者
の皆様が︑住み慣れた地域で活き
活きと元気に暮らしていけるよう︑
﹁地域包括ケアシステム﹂の構築
に向けた取組をはじめ︑介護予防
体操﹁ますます元気体操﹂や﹁ま
すます元気 健幸ポイント事業﹂
などの健康寿命の延伸や介護予防
に向けた取組など︑様々な施策を
推進しております︒
これらの取組には︑行政のみな
らず︑地域の皆様や︑地域で活動
される各団体との協働が不可欠で
あります︒とりわけ︑高齢者の皆
様が︑社会参加をより一層推進さ
れることで︑元気な高齢者が支援
の担い手となり︑益々元気に地域
で活躍されますことを願っており
ます︒
貴センターにおかれましては︑シ
ニア層の社会参加と生涯現役社会の
実現に向けて︑日々ご貢献をいただ
いており︑今後とも元気な高齢者を
支えていくため︑貴センターの役割
は︑益々重要になるものと考えてお
りますので︑引続き活力ある地域づ
くりにご尽力を賜りますよう心から
お願い申し上げます︒
結びに︑高槻市シルバー人材セン
ターのご発展と︑会員の皆様のご健
勝︑ご多幸を祈念いたしまして︑新
年のご挨拶とさせていただきます︒

︵背景の字は大冠西B十一班

松村

紀代子︶

声を会員の皆様からいただいてお
理事長
ります︒就業は請負等が中心です
山 川
明
が︑社会経済環境の変化により派
遣労働が加わり︑今後︑国の諸制
明けましておめでとうございます︒ 度の変更に伴い︑就業機会の選択
平成を締めくくる新年を迎え︑
性・多様性が一層増すものと思わ
清々しく凛とした空気に変わりま
れます︒その中で︑新たな社会的
した︒それは︑会員の皆様が一様
要請として﹁家事支援︑子育て支
に新しい時代の幕開けを迎えよう
援﹂といった人手不足分野への参
という気持ちの現れだと思います︒ 画に大きな期待が寄せられていま
つちのとい
今年の干支は己亥です︒ 年前
す︒今年は︑活力と魅力あるセン
の己亥︵1959年︶は︑196
ター を め ざ し て ︑ 第 三 次 中 期 計
4年の東京オリンピックが決定と
画︵2019年度〜2023年度︶
いう慶事がありましたが︑一方で
がスタートする年でもあります︒
は伊勢湾台風の大きな災害もあり
﹁自主︵自分のものとして考える︶
ました︒高槻市も昨年︑地震や台
・自立︵自分たちの力で育てる︶︑
風などの厳しい自然災害に見舞わ
共 働 ︵ 一 緒 に な っ て 働 く ︶・ 共 助
れ大きな被害をうけました︒その
︵お互いに助け合う︶﹂の基本理念
復旧は未だ道半ばという現実もあ
の下︑その意義を問い︑学び合っ
り︑一日も早い復旧が望まれると
ていきたいと思います︒そして会
ころです︒さて︑高槻市は大阪府
員の皆さんが︑地域社会への参加
内でも高齢化率が高く︑超高齢社
と貢献を目指し︑地域を活性化さ
会において︑
﹁生涯現役時代﹂﹁人
せ︑地域社会とつながり現役であ
生１００年時代﹂といわれる中で︑ るという実感をもって﹁いきがい
シルバー人材センターは会員の皆
就業﹂できる年となりますよう願
様が主体となり︑生きがいの充実
っております︒結びに︑理事︑会
を図ることを通して地域社会に貢
員︑職員の協力の下︑シルバー事
献できるよう努めております︒
業がさらに発展するとともに︑会
﹁やりがい・いきがいを 見つけた﹂
員の皆様方の益々のご活躍とご家
﹁体を動かして 若々しくなった﹂
族ともども健康に過ごされること
﹁今日行くところ︑今日用がある﹂
を祈念し︑年頭のご挨拶といたし
﹁仲間づくりができた﹂などのお
ます︒
60

濱 田 剛 史

75

明けましておめでとうございます︒
高槻市シルバー人材センターの
会員︑役員の皆様並びに︑ご協力
いただいている関係者の皆様にお
かれましては︑健やかに新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます︒
さて︑本市は昨年︑市制施行
周年︑中核市移行 周年を迎える
ことができました︒市制施行当時︑
本市は人口三万人余り︑大阪府で
９番目の市として誕生し︑その後︑
昭和 年代の人口急増期を経て︑
平成 年４月には︑府内で２市目
の中核市となり︑現在では三十五
万もの人々が暮らす賑わいのある
まちとして大きく発展を遂げまし
た︒今の高槻の姿がございますの
は︑多くの先達の方々のご努力と
ご支援の賜物であり︑改めて︑感
謝申し上げます︒
この間︑高度経済成長期の地域
を支えていただいた市民の皆様の
多くは︑今︑まさに﹁シルバー世
代﹂を迎えられ︑本市の高齢化率
は近隣よりもやや高い傾向となっ
ております︒
15 40
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生まれ

年男・年女
昭和十年・昭和二十二年

時折︑体にストップかかりますが︑
一服一服で︒常に笑顔で接してい
ると︑我が身も元気になってきま
す︒趣味も年々増えると共に友達
も多くなり︑美食探し︑古都鑑賞
等と出かけ︑感動しては︑写真に
撮っておき︑訪問時に外出できな
い方々に見せて︑話もはずみ︑再
度の喜びです︒
人との出会い︑触れ合いは︑一
瞬ですが︑それを大事に継いでい
けるのは楽しい人生と思います︒
適度運動︑適度医者で︑家族達
に迷惑かけぬようと願いつつ︑走
り回ってる日々です︒

http://www.silvertakatsuki-sjc.jp/ 是非ご覧ください。

清水一班

母によく算数の勉強を教えてもら
いました︒なつかしい思い出です︒
その昭和も平成も終わります︒
激動の 年間の人生でしたが︑昭
和生まれの私は︑この年号が大好
きです︒なぜなら昭和の︵和︶と
いう字が好きで︑何事にも和を大
切にする心をもって対処していき
たいと思います︒今︑芥川緑地駐
車場で勤務しています︒この駐車
場では５人の仲間と一緒に従事し
ていますが︑これも和が大事だと
思います︒年齢ももちろん性格も
違います︒和が非常に重要になる
と思います︒
これからも新しい年号と共に︑
和を大切にもう一ふん張りも二ふ
ん張りも頑張りたいと思います︒

老年謳歌
清水一班

中 田 ミドリ

このホームページ
は、公益社団法人
高槻市シルバー
人材センターに関
する情報をご案内
しております。

松 尾 信 彦
平成最後︵４月まで︶の年とな
りました︒その年に亥年生まれの
私が年男になりました︒また︵５
月からの︶新しい年号が迎えられ
るかと思えばワクワクします︒と
りわけ昭和が好きで幼い頃のこと
が今も想い出します︒私は京都大
学附属農場の官舎内で生まれ 才
まで過ごしました︒今は安満遺跡
公園で大工事をしていますが︒父
にバリカンで散髪してもらう時丸
坊主にされていました︒薪でもや
したお風呂にも入っていました︒

検索
高槻市シルバー人材センター
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年寄る程︑年月が早いと云われ
ますが︑近年の私達は︑還暦︑古
希は素通りする程︑元気な人達ば
かり︒
私もシルバー人材センターと︑
他のボランティア︵ヘルパー︶活
動と︑家にじっとしていない毎日︒

ホームページ の ご案内
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磐手六班

宮 出 憲 一
皆様は﹃一万人の第九﹄という
のをご存知ですか？
今年で 回目を迎える年末恒例
のベートーベン交響曲第九番﹃合
唱﹄の演奏会です︒
北は北海道から南は沖縄まで︑
最近ではオーストリアや韓国から
の参加もあり︑総勢一万人が大阪
城ホールで合唱します︒
私も５年ほど前から参加してい
ます︒毎年お盆過ぎから週に一度
練習が始まり 回で完結︑原語・
暗譜なので非常に難しいのですが︑
月の本番にはちゃんと歌えるよ
うになるから不思議です︒
指導は世界的指揮者の佐渡裕
その迫力とオーラには感激します︒
歌い終えた時の達成感と満足感は
格別です︒
12

皆様も是非一度参加されたらい
かがですか？
ところで︑このような世界最大
規模で継続的なイベントならば当
然ギネス級 なのに何故ギネスブ
ックに載らないのか？そのワケ
は⁝︵答えはこの頁のどこかに⁝︶

私の老後
富田八班

飯 笹 明 美
私は昭和二十二年︑鳥取県米子
市で三人兄弟の長女として︑生ま
れました︒幼少期は身体が非常に
弱く︑入院︑通院と両親に心配を
かけておりました︒現在七十一才︑
短時間ですが仕事に従事しており
ます︒結婚前の希望は﹁専業主婦﹂
でしたが︑現実は子ども三人を抱
え︑六十才前までフルタイムで働
いておりました︒家にいるより外
で仕事をしていた方が︑性に合っ
てたみたいです︒
六十五才でシルバー人材センタ
ーのお世話で障がい者のグループ
ホーム施設で朝食作り︑清掃等の
仕事をさせていただいております︒
高齢の障がい者と向きあう︑むず
かしさに︑自分の十年後を見る思

いです︒職場では︑社員︑パート
等︑分けへだてなく研修会︑忘年
会等︑おさそい頂きやりがいを持
って︑仕事をさせて頂いておりま
す︒又地域の方々と近くの老人福
祉センターで︑体操教室︑ペン習
字︑手芸等︑カレンダーが黒くな
る位︑ご一緒させていただいてお
ります︒
若い時は︑仕事ばかりで余裕の
ない生活をしていましたが︑現在
は︑子や孫と食事︑旅行と楽しん
でます︒
若い時から念願であった貸農園
で︑トマト︑キュウリ等︑野菜作
りにも精を出しております︒種を
蒔いて︑芽が出た時のうれしさ︒
当たり前と云えば︑当たり前です
が︑あと何年︑続けられるか︑わ
かりませんが︑身体に気を付けて︑
頑張ろうと思います︒
シルバー人材センター︑職場︑
地域の方々︑皆様に感謝感謝︒
私の老後も思ってた以上に楽し
く過ごさせていただいております︒
今後共︑よろしくお願い申し上
げます︒
答え ﹃サントリー一万人の第九﹄が
ギネスブックに採用されない理由︒
それは︑サントリーもギネス社もビ
ール会社だからです︒

虹の会作製

武夫

衣笠

大冠西Ｂ12班

一万人の第九
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槻

城
吉 岡 鉄 郎

会 員 の ひ ろ ば
高
如是八班

元亀二年︵1571︶白井河原
の合戦で惟政は戦死し︑子の惟長
が継いだが︑配下の高山右近父子
に城を追われ︑高山氏が城主とな
りました︒この高槻城の遺構は現
在も残っています︒高槻城跡東側
に大手門跡があり︑そのまま北に
進み交差点を左折し︑しろあと歴
史館を左にみて信号を超え進むと
前方に野見神社が観えます︒境内
に高槻城の遺構として唐門が神社

高山右近の像
高槻城東大手門跡

国道171号線沿いの高槻警察
署を南に約700ｍに位置する所
に高槻城跡があります︒高槻市に
お住いのみなさまはご存じの方も
多いことでしょう︒この高槻城は
十世紀末に近藤阿刀忠範が築城し
たのが始まりとされています︒そ
して南北朝時代には足利尊氏によ
って入江春則が入城し︑十二代続
きますが︑永禄十二年︵1569︶
に織田信長に敵対した入江春継が
敗死し︑代わって信長の武将であ
る和田惟政が入城します︒このと
きに︑天守が存在した記録が残っ
ています︒

高槻城跡

平成31年１月１日
（５）第２９号

唐門

の境内に残され︑歴代の高槻城主
に保護されてきたものです︒次は︑
高槻現代劇場を左に観て北に進み
国道171号線手前の一つ目の信
号を右折し︑三叉路を左折すると︑
細い道の右に本行寺が観えます︒
現在本行寺の山門として使われ
ている高槻城の高麗門の右側に案
内板が設置されています︒次はす
こし離れますが︑国道171号線
沿いの高槻市役所前交差点に交差
する府道 号線で南に約1ｋｍ弱
進み左にスズキアリーナ高槻西販
売店の手前を左折して︑約150
ｍ進むと左にカーブしている右角
に高槻城の化粧櫓が移築されてい
ます︒そのまえに高札場も建って
います︒
国道171号線と国道170号

高槻城化粧櫓

線が交差する八丁畷交差点を北に
進むと右に歩道として松並木が観
えてきます︒その松並木を北に進
むと西国街道が東西に延びていて︑
右に曲がれば京都方面︑左に曲が
れば西宮にむかいます︒八丁畷交
差点付近︵高槻城からとも︶から
西国街道まで八丁︵約880ｍ︶
あることから八丁畷とついたそう
です︒車で走っていると︑交差点︑
地名などで︑本町・城南・城西な
ど城の付く付近は近くに城跡があ
る可能性が多いのでナビ・スマホ
で見つかれば︑車での移動も楽し
くなりますね︒
まだまだ高槻市には城跡・街道
・宿場など沢山あります︒機会が
あるようでしたら巡ってみてくだ
さい︒
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俳 句

﹁たかちゃん﹂に
そ

如是三班
ゴーヤ

こう よう

し

きのこ

松

康

吉

重二郎

佃煮に

西

こおろぎ

渓明る

たに あか

斑蝶

まだらちょう

育てし苦瓜

初む花に
む

杉群ら倒れ

藤袴咲き
かぜみち

歌

風道の
短

き

草刈られ ビオトープに 蟋蟀の
鳴きつぐ夕べ 風吹き爽やか
はな みず

りんしょう

いく

花水木の 紅葉散り敷く 高架下
赤き実の映ゆ 通勤の朝
台風に

赤

荒れる林床に 生ゆ茸
白き傘映へ 幾つも見付く

海は秋

五領四班

松と小島の

俳 句

松島や

能登の海
恋ふ夕べ

誘われ今宵

この淡白を

名月に

風呂吹きや

如是二班

髙田

壽子

松 本 育 子

シルバー人材センターフェスティ
バルでの同好会体験に参加した時︑
誘って頂きました︒登録して同好
会の仲間入り︑書道は全く初めて
のこと︑先生もあまりの下手さに
驚かれた事と思います︒

代表

墨 遊 会

趣趣 味味 の集集 い
だ・よ・り
平成31年１月１日

（７）第２９号

中国文化圏の中で発達した漢字
と日本で仮名文字が作られ独特な
ものに発展した文化は︑メールや
ラインなどで済ませるようになり︑
手書き︑毛筆を使う機会が少なく
なってきています︒
真っ白な紙に向かう時︑背筋が
ピンとして︑日常と少し違う緊張
感を味わうのが好きです︒白の中
の黒︑黒の中の白︑﹁余白の美し
さ﹂と先生が︑よくおっしゃいま
す︒最初はよくわかりませんでし
た︒最近になって︑少しわかった
気がしますが︑むずかしいです︒
現在︑十名で第一︑第三金曜日
の午後から集まって︑先生のお手
本や古人の文字を参考に臨書︑楽
しく集まっています︒
前年からフェスティバルの体験
コーナーもミニ色紙と額を作って︑
にぎやかに飾り︑体験した方にプ
レゼントして︑よろこんでもらえ
ました︒これまでの年賀状︑宛名
書きのヒナ型も根強い人気です︒
したた
市長の濱田様も一筆認めてくださ
いました︒
今年は﹁一実﹂
意味は﹁真実はひとつ﹂
一階の会議室に飾ってあります︒
事務所にお越しの折は覗いてみて
ください︒

堀

囲碁同好会
代表

安 正

近年︑囲碁や将棋の各界より国
民栄誉賞の受賞者が誕生しました︒
また昨年は中学生の天才将棋棋士
が現われて日本中の話題になって
おります︒
一方では︑AI機器の発達によ
り世界の一流プロ棋士と互角の好
勝負をする時代になっています︒
私の囲碁との出会いは意外に遅く
才の頃でした︒︵将棋は小学校
1年生で兄が先生︶
大阪北浜で取り引き先のオーナ
35

ー会長の薦めでした︒ハンディつ
きの置き碁ですが︑全然勝負にな
りません︒それでもだんだん上手
になり置き石が一つずつ減ってく
るとヤミつきになりました︒一目
でも負けると悔しくて夜中に目が
覚めたり天井に基盤が映るほどで
した⁝⁝︒
しかし︑会長の引退で二年間程
で終わりました︒
あとは元通りのゴルフ︑麻雀︑
酒の不良サラリーマン生活に逆戻
りでした︒そのまま続けておれば
有段者に⁝⁝︵そんなに甘くない
⁝⁝納得 ︶
シルバー人材センターの囲碁同
好会の発足メンバーに加わり︑現
在では︑毎週月曜日の午前中に開
催しています︒︵私は欠席がちで
すが︶みんな非常に熱心に和気ア
イアイと熱戦を繰り広げておりま
す︒
初心者︑有段者どなたでも大歓
迎です︒一度お立ち寄りください︒
﹃大石を取って一目負け勝負 ﹄

平成31年１月１日

第２９号（８）

フェスティバル2018
平成30年度

高槻市シルバー人材センターフェスティバル

11月にシルバー人材センター事業普及啓発促進の一環としてフェスティバルを開催しました。

11月21日
（水）
・22日
（木） 高槻市立生涯学習センター

展示ホール

開催

（９）第２９号

平成
30年度

平成31年１月１日

北部ブロックフェスティバル
10／14
（日） 摂津市立コミュニティプラザ

16

高槻市都市緑化フェアで販売
月 日︵日︶︑城跡公園にて開
催されました﹁高槻市都市緑化フェ
ア﹂で販売を行いました︒毎年こ
の販売を楽しみにされているお客
様も多く︑列をなしてお買い求め
いただきました︒

清掃奉仕活動に参加

月 日︵日︶に行われた﹁高槻
市環境美化推進デー﹂に会員・事
務局あわせて 名が参加しました︒
当日はお天気も良く︑参加者はお
揃いのシルバー人材センターの黄
色いベストを着用し︑芥川桜堤公
園までの道のりを清掃して歩きま
した︒

18

した実例画像を用いて︑特に安全
対策に関する心構えから実際の対
策例までを具体的に講義しました︒
そして翌週の二日間︑﹃実際の
草刈現場で︑先輩会員の指導のも
と就業する﹄ことを︑従来の実技
講習に替えて実施しました︒これ
により︑座学で得た知識を﹁生の﹂
現場で実際に体験し確認すること
ができ︑より座学の理解を深める
ことができました︒

高槻市農林業祭でも販売
月 日︵日︶︑史跡嶋上群衙跡
地にて開催されました﹁高槻市農
林業祭﹂でも販売を行いました︒
当日は︑野菜など両手に沢山の
買い物を抱えてなお︑﹁たかちゃ
ん﹂を購入されるお客様も多く︑
当日用意した販売数は完売となり
ました︒

11

﹁たかちゃん﹂販売中
皆さんに大好評いただいており
ますリサイクル養土﹁たかちゃん﹂
を︑シルバー人材センター事務所
にて販売中です︒
販売日時など詳細はチラシでご
確認ください︒
就業報告書提出時や︑配分金明
細書を取りに来所された際に是非
お買い求めください︒なお︑売切
れ次第販売終了となります︒残り
わずかですのでお急ぎください

21

11

草刈機械操作講習会開催
昨年9月に︑﹁草刈機械講習会﹂
を行いました︒
今回は︑講習のうち﹃座学﹄の
講師を︑草刈機械製造メーカーで
ある﹁ハスクバーナ・ゼノア㈱﹂
の方にお願いしました︒そこでは
機械の操作方法はもちろん︑安全
に就業するためのポイントなどを
2時間にわたって詳細に解説いた
だきました︒また事務局からも︑
シルバー人材センターが実際施工

10

11

活 動 報 告

第２９号（10）
平成31年１月１日

平成31年１月１日
（11）第２９号

﹁健康たかつき ﹂
第 回シンポジウム
活動展示会に出展
15

21
10

健康づくりと食育をより効果的
に推進するために発足した﹁健康
たかつき ネットワーク﹂が 月
日︵木︶高槻市立生涯学習センタ
ー展示ホールで﹁活動展示会﹂を
行い︑当ネットワークに加入して
いる当センターもブースを設置し
ました︒
﹁シルバー人材センターでの就
業を通して健康づくりをしません
か ﹂と﹃会員募集﹄を︑﹁何か
お困りごとがあれば是非当センタ
ーにご用命ください ﹂と﹃お仕
事の受注﹄を呼びかけるチラシ及
びティッシュの配布を行い︑普及
活動を行いました︒
会場には濱田市長も来場され︑
当ブースもご覧いただきました︒
25

21

第三次中期計画
︵ 平成 年度〜 年度︶策定
35

高槻市シルバー人材センターの
今後５年間の基本的な運営方針を
定めた第三次中期計画を策定しま
した︒
各部会からの委員を基本に構成
する﹁中期計画策定委員会﹂で︑
昨年８月 日から３回に渡り検討
し︑原案を作成︒ 月 日第４回
理事会で承認され決定されました︒
この﹁第三次中期計画﹂は︑準備
が整い次第全会員の皆さんに配付
する予定ですので︑もう少しお待
ちください︒

31

11

27

会員さんから友人・知人の紹介
を受け︑その方が会員に登録され
ると︑紹介していただいた会員さ
んに日用品をプレゼントする﹃会
員１人紹介活動﹄キャンペーンを
実施中
ぜひお友達を
ご紹介いただき︑
会員拡大に︑ご
協力をお願いし
ます

﹃ 会員１人紹介活動﹄
キャンペーン︑
継続実施中

27

敬老祝イベント
﹁健幸まつり2018﹂
への参画
９月 日︵金︶︑高槻市立生涯学
習センターで開催された高槻市長
寿介護課主催の﹁健幸まつり20
18﹂に昨年も参画しました︒
多目的ホールで濱田剛史市長に
よる﹁敬老セレモニー﹂と︑﹁さ
あはじめよう今日からできる若返
り﹂をテーマに︑愛仁会リハビリ
テーション病院の砂田一郎先生が
フレイル予防や認知症予防の秘訣
の講演会を開催されました︒
この講演会の参加者に対して︑
多目的ホール前のホワイエにブー
スを設置し︑シルバー人材センタ
ーへの﹁会員募集﹂のチラシとティ
ッシュの配布を行い︑入会の勧誘
を行いました︒
21

富田一班

宮川

洋子

正弘

重二郎

坂本

康子

赤松

清水五班

尾田

五領四班

芥川三班

●編集後記●

昨年も多くの自然災害の被害を受
けた一年でありました︒特に真夏の
生命の危険を脅かす暑さや猛烈な台
風の影響で多くのインフラに被害が
出たことが印象深く残っています︒
失ってはじめて﹁あたりまえ﹂であ
る事の大切さに気付き︑普段より
﹁あたりまえ﹂であることに感謝し
たいと思います︒
さて︑昨年もスポーツで大きな話
題が生まれました︒冬季オリンピッ
クでたくさんのメダル獲得や水泳や
マラソンでの日本記録の更新︑プロ
野球では大谷選手のメジャーリーグ
の挑戦で二刀流の活躍による新人王
の獲得︑更には高校野球では金足農
業高校による秋田県勢の初めての決
戦進出︑準優勝という快挙を成し遂
げました︒
秋のフェスティバルが 月 日︑
日に高槻市立生涯学習センターで
開催され︑会員の皆様のご協力によ
り大盛況でした︒
さて︑今年は亥年です︒﹁裏表が
なく何事にも熱心︑かつ物事をやり
遂げる情熱が有る﹂との事柄から由
来されています︒
平成最後の年であっても新しい時
代が来ても最後迄やり遂げる意志を
もって日々過ごしたいと思います︒

会報編集委員会
長縄 正道
石谷
壽
衣笠 武夫

21

森
和子
北原 憲二

11

植木剪定講習会

20

﹁交通安全﹂と﹁健康体操﹂

22

日 時 ２月 日︵木︶・ 日︵金︶
午前 時〜午後３時
場 所 高槻クリーンセンター
︵前島３丁目８の１︶
内 容 植木剪定︵基礎︶実習
︵松の整枝含む︶
募集人数
名︵多数の場合抽選︶
受講料 無料
講 師 当センターの植木班熟練
会員
持ち物 お弁当︑水筒︑剪定用具
︵ある人のみ︶
申込方法 ２月 日
︵木︶までに事務
局に申し込んでください︒

22

事務局からの
お 知 ら せ
みなさん是非ご参加ください
日 時 １月 日︵金︶
午前 時〜 時
場 所 市民会館︵高槻現代劇場︶
集会室 号
︵野見町２の ︶
内 容・自動車や自転車の安全運
転について
・高齢者の健康維持について
対 象 全会員
受講料 無料
講 師 高槻警察署
高槻市長寿介護課
!
交通安全講習会

12

33

10 18

402

配分金の確定申告を
平成 年分の所得税の確定申告
の時期が近づいてきました︒
シルバー人材センターより支払
われた配分金は所得税法上﹁雑所
得﹂として取り扱われ︑確定申告
を行う必要があります︒
平成 年中に当センターで就業
した方には︑年間の配分金額を証
明する﹁配分金支払証明書﹂を１
月下旬に郵送しますので︑必ず確
定申告を行ってください︒
詳しくは︑茨木税務署︵電話
072・623・1131︶もしく
は︑確定申告の会場でご相談くだ
さい︒

会員講習会を開催
健康体操

30

30

毎年恒例の会員講習会を開催し
ます︒今年も︑﹁交通安全講習会﹂
に加えて︑介護予防の取り組み
﹁高齢者ますます元気大作戦﹂を
行います︒住み慣れた街や家で元
気に暮らすために必要な対策や情
報をわかりやすく教えていただき
ます︒

10 21

14

第２９号（12）
平成31年１月１日

植木剪定講習会の様子

