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新年のごあいさつ



みずのとみ

平成 年癸巳の年明けおめでとうございま
す。昨年も当シルバー人材センターに対し、格
別のご高配を賜り、役職員及び会員を代表して
心から厚くお礼申し上げます。本年も旧年に倍
してご支援・ご指導賜りますようお願い申し上
げます。
さて、一年の始まりは、お正月です。ふだん
ご無沙汰している友や親類縁者が親しみ睦ぶと
言うことで、陰暦正月の異名では〝むすび月”
と呼ばれたそうです。皆様のご家庭ではいかが
しせい
でしょうか。昨年来市井では「絆」と言う言葉
が流行し、連帯の輪が広がっています。社会生
活の中で結び付きが希薄化されつつあるとき、
今一度見つめ直してはどうでしょうか。
それにしても、我が国を始め世界経済の状況
は、なかなか明るい兆候が見えてきません。一
日も早いデフレからの脱却と安定成長が切望さ
れるところです。加えて、我が国の少子高齢
化・過疎化の波は待ったなしです。社会構造の
変化に対応する社会保障制度等の改革が必須と
なっています。
そうした中、当シルバー人材センターでは、
公益社団法人としての税法上の制約を踏まえ、
持続可能な組織とするには、財務基盤の確立が
最重要課題でありますので、役職員一同なお一
層の努力をする所存でありますから、これまで
以上にご理解ご協力をお願いいたします。
結びとなりましたが、本年も皆様方にとって
健やかで、希望と期待の持てる年であることを
祈念申し上げます。
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新春のごあいさつ

塊の世代が高齢化社会への仲間入りをす
ることとしています。

す。貴センターへの支援などに努めて参

結びに、貴センターの会員の皆様にお

るなど、変化する社会情勢への対応は、
ますます重要な課題になってくるものと

て、働く意欲のある高齢者に就業の場を

経験から培ってきた知識や技能を生かし

このような中、高齢者の方々が長年の

す。

新年のごあいさつとさせていただきま

活躍されることを祈念申し上げまして、

がけ、いつまでもご壮健で、ますますご

かれましては、常に安全就業を第一に心

新年明けましておめでとうございま
提供するなど貴センターの果たす役割は

達美

す。シルバー人材センターの皆様におか
極めて重要になってくるものと思いま

江田島市長  田中

れましては、明るい希望に満ちた新春を

いる皆様には、今年もますますお元気

上げまして、年頭のご挨拶とさせていた
だきます

公益社団法人とは

江田島市シルバー人材センターは
公益社団法人制度改革に伴い、広島
県公益認定等審議会の厳しい審査を
経て、平成 年３月 日広島県知事
から「公益社団法人江田島市シル
バー人材センター」として認定を受
けました。また、平成 年４月１日
に登記申請を終え、公益社団法人と
して新たなスタートをいたしまし
た。
公益社団法人となれば、税制上の
優遇措置があり、また社会的信用度
が高くなるなどのメリットもありま
すが、反面、より厳正な事業運営と
義務等が強化されその分責任も重く
なります。
今後は、今以上に公共性、公益性
の高い法人としての自覚が求められ
ます。これからも会員一人ひとりが
従前に増して、「親切・丁寧」な仕
事を行い、また「より質の高いサー
ビス」に努め、さらに高い評価と厚
い信頼感を得ることが、地域に貢献
できるシルバー事業の発展に繋がっ
ていくものと思います。
いずれにしても、「公益社団法人
制度」の主旨に沿い、関係法令を順
守しながら、公正で公平な運営に努
めます。また、地域から信頼される
センターを目指し事業を積極的に展
開していくことが求められますの
で、会員皆様のご支援とご協力をお
願いします。
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考えています。

健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ
す。
高齢者の方々が生きがいをもち、活力

ます。

の活動に対して、ご期待申し上げます。

のある地域社会づくりを目指し、また、

皆様方には、平素から本市行政の推進

本市では、「江田島市総合計画」におい

につきまして、格別のご理解とご協力を
さて、我が国は、総人口が減少する中

て、高齢者がいきいきと楽しく暮らせる

健康寿命を伸ばすためにも、貴センター

で世界に例のない速さで高齢化が進んで

賜り、厚くお礼申し上げます。

おります。本市もその例外ではなく、高

し、世界に例を見ない水準の高齢社会を

速に進み、今後もさらに高齢化率が上昇

至り久しいですが、近年では高齢化は急

さて、我が国は高齢社会と呼ばれるに

います。

に対し、心から敬意を表する次第でござ

たされ、着実に発展しておられますこと

福祉社会の担い手として重要な役割を果

環境づくりを推進することとしていま

正

齢社会に突入しています。さらには、団

上田

年頭のご挨拶
江田島市議会議長

念頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申
皆様におかれましては、健やかに新年

し上げます。

りの先駆者としてお力添えを賜りますよ

で、各方面でご活躍いただき、まちづく
こうした状況の下、これからのまちづ

迎えようとしています。
くりにおいてそれぞれの地域の歴史、文

バー人材センター」のますますのご発展

旧年中は、田口宜久理事長をはじめ会

をお迎えのこととお喜び申し上げます。

化、自然などの地域特性を熟知し、豊富

と会員の皆様にとりまして、光り輝くす

結びに、「公益社団法人江田島市シル

員の皆様には、私ども江田島市議会に対

な知識と経験、技術を有しておられる高

うお願い申し上げます。

し、深いご理解とご協力を賜り、厚くお

齢者の皆様の存在が必要不可欠であると

江田島市シルバー人材センターにおか

礼申し上げます。

そういった意味からも、シルバー人材

ばらしい年となりますことをご祈念申し
センターに登録され、元気に活動されて

考えます。

推進に、多大なるご尽力とご指導をいた

れましては、日頃から本市の福祉情勢の
だき、深く感謝申し上げますとともに、
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７月
日（火）
大柿老人
福祉セン
ターで、
安全講習
会を開催
したとこ
ろ、猛暑
にも関わ
らず 名
の参加がありました。
副理事長が「今年も、各地
で熱中症による重篤事故や交
通事故が多く発生しているの
で、気を付けてください」と
の開会あいさつの後、江田島
警察署の山岡交通係長と檜垣
交通係員から「高齢者の交通
安全」についての講習があり
ました。
一 昨年、江田島市内では４
件の交通死亡事故が発生し
たが、そのうち３件が高齢
者によるものであった。
二 高齢になると身体機能が
低下して、ブレーキ操作が
遅れたり、信号を見落としたりす
る。
三
㎞で走る車は、１秒で約 ｍ
走行するので早めのブレーキと安
全速度を守ること。
四 夜間の歩行には、運転者に良く
分かる白っぽい服を着たり、反射
材を付けて交通事故に遭わないよ
うにする。

安全は全てに最優先で！！

50

最後に、加藤孝右安全委員長が「
歳以上の高齢者は身体に蓄える水
分割合が低下しているので、こまめ
に水分を補給しましょう」と挨拶し
て閉会しました。
参加者には、「塩アメ」「お茶の
ペットボトル」と「反射シール」が
配られ講習会を終了しました。
Ｔ・Ｎ



検査（記憶力と判断力）
①今日の年・月・日・曜日・時間を
聞かれました。
検査の前に係官が「今日は、平成
年７月４日水曜日９時５分です。
」
と何回も（５～６回）言って、３分
後に検査をしましたが、出来ない人
がいました。この様な検査を受けて
いない人は無理でしょうか？
次の検査は
②絵を見て、どの様な絵があったか
を当てる問題です。
１枚のパネルに４つの絵が有りま
す。果物・乗物・食べ物・動物等々、
全部で４枚 の物体を答える検査で
す。少し大変で
すが、後でヒン
トを出してくれ
たので、どうに
か全問正解出来
ました。
次は記憶力、
判断力の検査
16

歩行者も運転者も「もしかしたら
自転車が飛び出すかも知れない」な
ど、いつも「もしかしたら・・・」
と考えながら事故防止に努めましょ
う。との内容でした。
第２時限は、ビデオによる「刈払
機の安全作業」の講習で、作業に従
事する全員が相互に安全確認と機器
の整備点検が重要であることを再確
認しました。
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③時刻を示した絵を描く検査です。
先ず、「最初に持っている時計を
外して、ポケットに入れてくださ
い」と言われました。「時計の絵を
大きく書いてください。時刻を示し
た時計を描いてください」との事、
時刻は２時 分が出題されました。
Ｂ５判の紙だったと思います。大き
い円を描いて、ポイントになる ・
３・６・９の数字を入れ、間の数字
も入れてＯＫです。運転する時に一
番大事なことは記憶力、判断力です。
この検査は、最も必要で不可欠な検
査だと思います。
後半は、高齢者講習です。
①ビデオ等で交通ルールの再確認
②運転適性と機材の使用による指導
で、視力・視野・動体視力等の検査
です。
③全ての検査結果を見ての運転指導。
校内の運転コースを走り、指導員か
らの助言を受けます。個人差はあり
ますが、加齢により、身体機能の変
化、記憶力・判断力の低下が心配さ
れます。「これからも油断すること
なく、適度な緊張と慎重さを忘れず
安全運転に努めましょう」と指導さ
れました。
３年に一度自分の運転技量の再確
認のためにも、高齢者講習の受講を
お勧めします。
“そこで、「かっこいい運転より
も」「確かな運転」をモットーに
”



Ｎ・Ｙ
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高齢者運転講習に参加して
まず、今年の５月中旬頃、広島県
公安委員会から一通の書簡が届まし
た。 何 だ ろ う と 思 い 開 封 し て 見 る
と、
「講習等連絡書」なる物が入っ
て い ま し た。 内 容 は、「 こ の 連 絡 書
を受け取った者は、今すぐ最寄りの
自動車学校に予約電話をしてくださ
い。
」 と の 事 で し た。 即、 江 田 島 自
動車学校に連絡して、平成 年７月
４日
（水）
の予約を取りました。当日、
８時 分迄に、必要な物は、運転免
許証・講習連絡受書・認知機能検査
手数料６５０円と高齢者講習手数料
５，３５０円の計６，０００円を用
意して参加して下さいとの事でした。
７月４日、少々天気が悪い日でし
たが自動車学校に行きました。受講
者は私を入れて６名。皆早く申し込
んだのだろう、私は６人中６番でし
た。受付が終わり、受検教室に入ま
した。皆、何となく緊張しているよ
うでした。
先ず、最初の予備検査は認知機能
30
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広島市人材センターの
「シルバーフェアー」に
参加して

炭を、床下用・土壌改良用・バーベ
キュー用・民芸品用と選別します。
さて商品の販売ですが、 品目を
展示し 品目販売しました。粒竹炭、
金魚水槽用、炭小町がよく売れてい
ました。商品を購入された方は、ア
トラクションに参加されている人の
家族や親せきの方が多いようでした。
中には昨年も竹炭製品を購入された
方が、竹筒飾りを購入されました。
また私が商品とした室内用の（竹か
ご入炭飾り）が２つも販売されたこ
とは大変うれしかったです。
来年もシルバーフェアに参加する
のであれば、どのような商品がお客
様に喜ばれるか、今から竹をどの様
な取り方をすれば良いかを考えなが
ら作業をしたいと思います。
Ｒ・Ｔ

炊き込みご飯は前日から準備し、
当日は大型の炊飯器を持ちこみ女性
会員が大奮闘。かき氷はシロップを
種類用意し、大幅にメニュー増を
図りました。花火が始まるころには
炊き込みご飯もかき氷も完売しまし
た。綿菓子は２台の綿菓子機をフル
回転、８時半に電気が消されたので
並んでいたお客さんにお断りするこ
とになりました。

ポートプラザ
土曜夜市に出店



民泊受け入れをして

月 日木曜日、奈良平城高校の
民泊第２班を受け入れました。大柿
の川本さんから、「民泊を受けない
か？」と誘われ、「主人に相談し
ます」と返事しました。「やって
みろ」と主人、「まさか大変なの
に ･･･
民泊は有志の人がすることで、
私なんか」と思っていました。
夏バテ気味で、何度川本さんに励
まされたことか。３人の男子生徒は、
どの子も良い子でした。農業体験、
夕食が終わって、釣竿を持って近く
の桟橋まで主人が連れて行きました。
その間にサツマイモで大学芋を作り
ました。風が吹くので魚は釣れませ
んでしたが、釣りから帰って大学芋
を大皿で出すと、３人とも「美味し

18



サマーフェスタ
２０１２



10

７月 日（土）みなと公園でポー
トプラザが開催されました。呉の花
火打ち上げに合わせて行われる年一
回の土曜夜市で、この日はサクソ
フォンの演奏や、市内で活動中の公
民館グループがフラダンスを披露し
ました。
シルバーは、カボチャや玉ねぎ、
スイカ、綿菓子を販売しました。今
年は野菜類は苦戦しましたが、暗く
なるにしたがって綿菓子がよく売れ
ました。

10
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８月４日（土）
海上自衛隊第１術
科学校グランドで、
「サマーフェスタ
２０１２」が開催
されました。
シルバー人材セ
ンターは炊き込み
ご飯、カキ氷、綿
菓子を販売。ソー
メンは食品衛生の
関係で販売できま
せんでした。

28
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支える仲間


８月 日紙屋町地下街シャレオ中
央広場において広島市シルバー人材
センターの「シルバーフェアー」が
開催され、昨年に引き続き「竹炭工
房おおがき」も展示販売を行いまし
た。
「竹炭工房おおがき」は江田島市
の委託事業であり、当日は市の職員
梶川さんとシルバー会員の森合さん、
沼田さんと私の４名で販売すること
になりました。私は、昨年の９月か
ら竹炭工房おおがきに従事していま
す。竹の切り出しから窯入れ、竹炭
の選別といった一連の作業を一通り
経験しましたが、販売するのは初め
てでうまく販売できるか心配でした。
竹炭製品を作るには、竹を窯入れ
し、４日から５日かけて排煙温度が
３００℃以上まで竹を蒸し焼き状態
にします。
その途中、
排煙温度
が ℃～
１２０℃
になった
時、品質
の良い竹
酢液がで
きます。
また窯入
れした竹
26
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い」と全部たいらげて、足りません
でした。こんなに喜んで食べてくれ
て嬉しかった。
翌日の離島式に出席して桟橋まで
見送りました。３人の生徒が主人に
「おじさんありがとう」と抱擁、小
柄な主人が折れそうに、私まで感動
しました。主人が「人生の中で民泊
を受けて、感動した、そういう思い
出 も あ っ て 良 い の で は ･･･
」の言葉
に全ての心配と疲れが吹っ飛んだ気
持ちで一杯です。
Ｍ・Ｈ

Ｎ・Ｙ

の成就は本物とは言えません。一人
ひとりの協力が大事で有ることを伝
えたい。
女性会員は、土・日も出て作業を
続けたらしく、また、時には家に持
ち帰って作業をしたらしく、本当に
大変だったと思います。お陰で７
月 日で受注を打切り、完成した商
品は、白１０９本、色９１７本計１，
０２６本でした。多くの本数を注文
された方には、配達をして今年の盆
灯篭作業も無事終了しました。
盆灯篭の由来は、俗にその形から
「あさがお灯篭」とも言われ、「浄
土真宗本願寺派」の安芸門徒により
伝えられ、今では広島市とその周辺
で独特の習俗となっているとのこと
です。「合掌」



フェスティバル江田島
に出店

月 日（日）のフェスティバル
は、晴天に恵まれ多くの人たちが集
まりました。シルバー人材センター
の女性たちは、前日の午後から 名
で下拵えし、当日は午前７時から８
名で準備しました。 時過ぎから
「うどん・炊き込みご飯・猪汁」の
販売を開始しました。アッという間
に長蛇の列ができ、目の回るような
忙しさ。どれも「おいしい、おいし
い」の連発で、瞬く間に完売しまし
た。

10



ましたが、ベテラ
ンの女性群がいる
のでどうにかなる
だろうと思いま
した。昨年まで
は、張る紙を各人
で切っていました。
鉛筆で型を取って、
何枚か紙を重ねて
カッターで切って
いましたが、今年
は、専門の業者に
依頼して、全ての
紙型を一括して、裁断してもらった
らしい。そのため、竹枠にぴったり
合うようになっていて、作業も昨年
より早く合理的でした。竹枠を作っ
てくれたチップ班の方に感謝した
い。竹枠は全部で１千 本作ったそ
うですが、本当に大変だっただろう
と思います。一つの仕事を成し遂げ
るためには、大勢の人の協力がいる
のは言うまでもありませんが、お互
いに感謝
を伝え合
うことも
最高に大
事な事で
す。シル
バーの理
念とする、
自 主 ・
自立・共
働・共助
がなけれ
ば、作業
10

盆灯篭作り
今年も例年のとおり、盆灯篭を作
る季節がやって来ました。６月中旬
頃から始めようとのことで、私も参
加することに。参加者は、山田会員
が中心となって女性会員３名、男性
会員１名の計４名です。
製作するノルマは、白・色合わせ
て約１千本とのこと。一瞬唖然とし
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われら町を

50

Ｈ・Ｋ

「猪汁」は、具だくさんで臭みも
無し、と大好評でした。参加した女
性たちは疲れも忘れ、ホットする間
もなく後片付けをしました。お手伝
いされた女性の方々、本当にありが
とうございました。参加した人から
「来年もがんばりましょうね。」の
声を後に散会しました。



また、研修棟では、恒例のお手
玉・竹細工教室を開催。親子とも真
剣な表情で、お手玉や竹トンボ作り
に挑戦していました。

シルバーの奉仕活動に
参加して

寄付金控除について

寄附をすると税金が戻ってくると聞いたの
ですが・・・
Ａ個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法
人等に対し特定寄付金をした時は、所得税法で
寄付金控除として所得金額から控除されます。

｛×

％｛
＝

｛

公益社団法人等寄附金特別控除の計算式

｛

の合計を差し引いた額を合算したも
のです。ただし、配分金収入がある
場合は、公的年金以外の雑収入を得
るため要した経費の合計が少額で
あっても、特例で最大 万円までを
必要経費とすることができます。
詳しいことは、市役所税務課又は
税務署にお尋ねください。

◎寄付金控除又は寄附金特別控除を受ける場合
は、税務署に確定申告書を提出必要がありま
す。

40



コ・鎌を
持った人
は道端の
草やつる
を刈った
り、青ビ
ニール袋
を持った
人は皆が
拾った燃
えるゴミ
を 黒 ビ
ニール袋を持った人は拾った燃えな
いゴミを収集して歩きました。私は
火箸を持って植え込みの中、道端の
ゴミを拾っては仕分けをし、それ
ぞれの袋の中に入れながら歩きまし
た。拾いながら気づいたのは沿道に
はタバコの吸い殻、植え込みの中に

※100未満の端数出切捨て

理事会が開催されました

10 11

は紙クズのような、かさばるものが
多くある事でした。市役所と能美
ロッジとの中程にある休憩所付近で
はゴミは他の所よりバラエティーで
多く、ペットポトル、空き瓶、空き
缶、紙くず等が捨ててありました。
能美ロッジ入り口近くまでを歩きま
したがゴミは年々少なくなってきて
いると感
じました。
これは江
田島市民
の環境に
対するマ
ナーが向
上してき
ているの
では？と
思われま
す。引き
返して帰り、登地監事の解散の挨拶
で終了しました。
昨日は雨で、今日も午前中雨が残
るとの予報でしたが、すがすがしい
秋日和で良い事をした後は、今日の
天気のように気持ちの良い爽やかな
気分で家路につきました。

Ｙ・Ｋ

その年中に支出し
た公益社団法人等 －２千円
に対する寄附金
（一定の要件を満たすもの）
の額の合計額

第２回理事会平成 年５月 日
（火）・第３回理事会平成 年 月
日（火）、いずれも 時 分から
シルバーワークプラザで開催されま
した。
第２回理事会審議事項
○第６号議案
安全・適正就業基準等の制定に
ついて

30 24

11

Ｑ

30

71

20

82

シルバー会員が丹精込めて作った新鮮野菜の
販売をする“土曜朝市”を「You me townえ
たじま」の駐車場の一角を利用し、去る12月１
日（土）から始めました。
当日、８時頃から会員が大根、白菜、ブロッ
コリー、さつま芋など10種類の野菜などを陳列
し、販売を開始しました。あいにくの強風と寒
さで客足が心配されましたが、新鮮さと安さが
自慢の野菜は午前中には完売し、上々の初日で
した。
これから毎週土
曜日の午前中に正
面玄関前で開く予
定ですが、シル
バーの朝市が多く
の皆さんに利用し
てもらえるよう種
類や数量を増やして、充実していきたいと思っ
ています。
また、土曜朝市への出店会員も募集していま
す。家庭菜園などで野菜作りをされている方、
野菜作りに関心のある方は是非参加してくださ
い。

公益社団法人等寄附金
特別控除額※

65

24

13



配分金収入について

シルバー人材センターの配分金
収入はどうなるの？
Ａ所得税法上〝雑所得〟となります。
雑所得の金額は、原則として公的
年金等の所得と公的年金等以外の雑
収入の合計から実際にかかった経費

Ｑ

月 日（土）午前９時、市役所
広場へ、シルバー人材センターの有
志会員 人（男性 人女性 人）と、
昨年に引き続き田中市長の参加を得
て、道路周辺のごみ収集を行いまし
た。
センターの田口理事長が「市民に、
シルバーの存在感を示して欲しい」、
田中市長の「若い人の手本になって
欲しい」等の挨拶の後、事務局の説
明で高田・鹿川・江南方面の３班に
分かれて、それぞれの沿道のゴミ拾
いと収集を行いました。
私は江南方面に参加し、皆とわ
いわい言いながら歩きました。ノ

る！！
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号 （６）
41
第

シ ル バ ー 江 田 島
平成25年１月１日

高齢者の健康管理シリーズ

２ 熱い風呂は控える
冬は熱いお風呂にゆっくりつ
かりたいところですが、温度が
高いと皮脂が溶け出るため、ぬ
るめのお湯（ ℃以下）につか
るようにしましょう。また、身
体を洗うときは皮膚を強くこす
らないようにしましょう。
40

４ 洗濯は、すすぎをしっかりと
肌着は、肌にやさしい素材を
洗濯ものにのこされたわずか
な洗剤に反応し、かゆみが生じ
ることがあります。すすぎ・脱
水はしっかりと行うようにしま
しょう。また、直に皮膚に当た
る肌着は、肌にやさしい素材を
選び化繊はできるだけ避けま
しょう。

５ バランスのよい食事を心掛ける
健康な肌を維持するため、タ
ンパク質、ビタミンＡ・Ｃなど
の栄養素を含んだ食事を摂るよ
うにしましょう。また、アクの
強い食品はかゆみが生じたり、
増したりすることもありますの
で、控えるようにしましょう。

６ 規則正しい生活を心がける
睡眠不足・疲労・ストレスな
どは、血液の循環が悪くなり乾
燥を引き起こす原因となりま
す。規則正しい生活を心がけま
しょう。

○第７号議案
新規加入会員の承認について
○第３号報告
職務の執行状況報告について
※いずれも承認されました。
○その他
救急箱を各班ごとに用意するこ
とになりました。
第３回理事会審議事項
○第８号議案
理事及び監事候補者選考要綱の
一部を改正する要綱
（案）について
○第９号議案
平成 年度収支補正予算（第１
号）案について
○第 号議案
新規加入会員の承認について
○第４号報告
職務の執行状況報告について
※いずれも承認されました。
○その他
イズミでの土曜朝市出店と、１
月６日に放映される竹炭工房の竹
炭のこと、リレーセンターでの事
故を受けて安全就業・適正就業等
について話し合われました。

互助会新役員決定

30

カサカサ・ムズム ズ
冬の乾燥肌を予防しましょう

冬になると、すねや腕などが白い
粉をふいて、かゆくてたまらない！
という人が多いのではないでしょう
か。その原因の多くは、皮膚の乾燥
です。健康な人の皮膚は、皮膚の表
面に近い角質層によって、水分が保
たれています。ところが、冬の乾燥
や刺激によって角質層の保湿機能が
低下すると皮膚は乾燥します。特
に高齢になると新陳代謝の低下によ
り、皮膚の保湿力も低下します。ま
た、皮膚のバリア機能が低下した状
態では、知覚神経が過敏になるため
に、外部からの刺激に反応してかゆ
みが生じやすくなります。
日常生活で以下のことを心がける
と、乾燥やつらいかゆみを軽くでき
ます。次にあげるポイントを参考に
して乾燥肌を予防しましょう。

肌のかゆみには乾燥以外に、じん
ましん・アトピー性皮膚炎、糖尿病
など内臓の病気が原因で生じる場合
があります。湿疹が出たり、かゆみ
が強い場合は、まず、皮膚科で受診
しましょう。

会 長 東谷 寛明
副会長 加藤 尚子
監 事 大年 正光・益村 守範
幹 事 芦川 征子・小河 淑文
鎌田 健二・飴野 正彦
事務局（庶務）二井 省三
（会計）重松 鈴子
※任期は平成 年５月 日まで

26

３5

３ 保湿剤をこまめに塗る
尿酸・ワセリン・セラミドな
どが配合された保湿剤がよく使
われています。
入浴後に塗るの
が効果的です。
薬局などでも購
入することがで
きます。

24

ス
バイ

ア
ド

１ 室内では、暖房は控えめにして
加湿する
加湿器を使うのが一番有効的
です。しかし、室内に洗濯物を
干したり、濡らしたタオルを干
すだけでも十分効果はありま
す。エアコンは控え、湿度 ％
～ ％を保つようにしましょ
う。
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保健師さん
からの

60
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ングもありましたが、大君で全員
名が揃いました。（うち女性会員
名）
早瀬大橋を渡り、東谷互助会長
が 今
｢ 朝は雨の中の旅立ちとなった
が、畑の玉ねぎの水やりをする苦労
も無くなったので、旅行を大いに
楽しみましょう と
｣ ユーモラスな挨
拶をされ、山陽道を西に向かいまし
た。
時に壇ノ浦ＰＡに着き、少し早
い昼食の 関
｢サバ煮付け を｣海峡を見
ながら味わいました。
九州路に入ったころには雨も上が
り、三和酒類工房の葡萄酒を試飲し
て園内を散策した後、杵築城に立ち

寄り５時に今夜の宿「望海」に到着
しました。
早速、別府の名湯に浸かり、６時
分からの宴会は、田口理事長の乾
杯音頭で始まり、三奈戸会員の踊り
やカラオケを楽しみ、最後は全員が
輪になって炭坑節を踊り、お開きに
なりました。
翌日は、宿を８時 分に発って、
海地獄を観光し、 時に宇佐八幡宮
に到着しました。厳かな参道を登
り、ご本殿に参拝して「今年１年を
健康で過ごされたことのお礼と、来
年も無病息災」をお祈りしました。
午後１時 分に宇佐八幡宮を発
ち、７時過ぎに江田島入り。今度は
逆回りで各々降ろして、全員が元気
で帰りました。
今回も、互助会役員が有り余るほ

どの飲み物等を用意してくれて、豪
勢な旅になりました。また、バスは
安全運転で、添乗員も気配りが良く
て快適な親睦旅行でした。
Ｔ・Ｎ



剪定講習会のお知らせ

平成

午前

年２月

日（水）・

時から午後４時まで

所

日（木）

14

旧秋月小学校（江田島町秋月２丁目）

場

13

次のとおり講習会を開催します。
既に剪定作業に従事しておられる
方、新しくチャレンジしてみたい方
など多数ご参加をお待ちしていま
す。
一 日 時

一

10 25

一 講 師
広島市佐伯区湯木町造園業
宮内 民生先生
一 定員 名。定員になり次第締め
切ります。
参加をご希望の方は、２月６
日（水）までに、事務局（電話
０８２３―４２―５２１１）へご連
絡ください。

（去年の剪定講習会）
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親睦旅行は「別府の湯」

平成 年度の互助会の親睦旅行
が、 月 日（日）・ 日（月）に
行われ、行先は、大分県の 三和酒
｢
類・葡萄酒工房 と
｣ 杵
｢ 築城 、
｣ 全国
八幡宮総本社 宇
｢佐八幡神宮 を｣別府
温泉に泊まって巡る旅でした。
出発当日の朝は、観光バスが江田
島市内を左回りで回り、参加者がそ
れぞれの便利の良い所で止まってく
れましたので、そこから乗車しまし
た。しかし、その日は別の観光バス
も走り、指定場所に待っていた人
は、そのバスが止まらずに通過する
ので、置いて行かれたと慌てたり、
また先に来たバスに乗り込むハプニ
11
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