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宍粟市指定文化財（建造物） 一里堂（いちりどう）
宍粟新四国八十八ヶ所霊場 十番札所
一里堂（大師堂）は江戸時代の一里塚と明治時代に盛んになった新四国霊場巡りの霊場が合体したも
のと考えられ、堂内に弘法大師の立像・坐像４地蔵を安置しています。
江戸時代、主な街道筋に旅人の目印や休憩所として、一里（約3.9キロ）ごとに一里塚や一里堂が置か
れました。
千種の中心から一里の所（下河野地区）に建てられている茅葺(かやぶき)の大師堂です。
この御堂は、間口4.1m、奥行き4.1mの木造平屋建てで、屋根は茅葺の宝形造りとなっています。

初夏の候︑会員各位におかれましては︑ますますご健勝のこととお慶び申し上げ
ます︒

平素は宍粟市シルバー人材センターの事業推進にあたり格別のご支援︑ご協力を
賜っておりますことに厚くお礼を申し上げます︒

さて︑新型コロナウイルス感染症により社会活動が抑制され︑暮らし方や働き方

が大きく変化した︑まさに翻弄された２年半が経過いたしました︒

そのような状況下ではありますが︑シルバー人材センターにおきましては安全適

正就業︑コロナウイルス感染症に対し万全の対策をとりながら︑シルバー人材セン

ターの理念﹁自主・自立・共働・共助﹂に基づき︑地域に密着した丁寧な仕事で地

域社会に貢献し︑信頼されるシルバー人材センターを目指して取り組んでまいる所
存でございます︒

月より波賀事業所が一宮事業所へ移転いたします︒

今後とも会員の皆様のより一層のご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げま
す︒
なお︑令和４年

願いいたします︒

会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが︑ご理解︑ご協力のほどよろしくお
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黒 田 孝 志
理事長

②

シルバーしそう

会員の皆様へ

コロナ禍を乗り越える
シルバーパワー
公益社団法人 宍粟市シルバー人材センター

シルバーしそう

③

令和４年度 定時総会を開催
令和４年５月
日︵金︶︑公益社団法人

宍粟市シルバー人材センターの令和４年度

定時総会を開催しました︒

２９３名の書面議決があり︑それぞれの

議案に対しての議決数は賛成３０７で︑全

ての議案が可決いたしました︒

重篤事故の発生状況を踏まえ︑安全就業の

本総会において︑会員の高年齢化による

た理事会で新型コロナウイルス感染症対策

徹底に向けた取り組みを強化するととも

日に開催され

に基づき︑本総会は昨年に引き続き役員の

に︑健康で意欲のある高齢者が働き続ける

開催にあたっては︑５月

みが出席し︑一般会員の皆様は書面による

ことができるよう︑就業機会の確保に努め

地域に密着した心のこもった仕事で地域社

議決権行使することが決まりました︒

令和３年度事業報告及び収支

会に貢献し︑信頼されるシルバー人材セン

女性
(人)

女

決算について

男性
(人)

性

令和３年度

Ｒ3年3月末 当期入会者 当期退会者 Ｒ4年3月末

令和４年度３月末
男

ターづくりをめざして︑全力を挙げて取り

男女別入退会者数

人材センターのあゆみ
男女別、事業所別会員数

理事長に対する権限委任につ

組むことを確認しました︒

書面決議書

第１号議案

第２号議案
いて

挨拶する黒田理事長
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27

性

合計 最高齢 平均 最高齢 平均
(人) (歳) (歳) (歳) (歳)

男

性

255

25

36

244

女

性

159

23

30

152

合

計

414

48

66

396

依頼者別状況

令和３年度

仕事の申込件数 受注件数 就業延人員 契約金額
（件）
（件）
（人）
(千円）

山崎

129

95

224

87 73.28

81 71.82

一宮

53

17

70

86 73.04

84 71.94

公共事業

263

262

10,755

49,078

波賀

30

20

50

80 72.63

83 73.95

民間事業

300

293

12,202

68,602

千種

33

19

52

91 73.94

88 74.79

一般事業

1,955

1,955

7,752

50,690

合計

245

151

396

― 73.24

― 72.49

計

2,518

2,510

30,709

168,370

シルバーしそう

④

安全適正就業委員会を開催
６月20日に安全適正就業委員会を開催、委員８人
が２班に分かれ、作業現場を訪問しました。
会員さんは長年の知識と経験が豊富なだけに
ランだから

自分は大丈夫

ベテ

という意識が強く、そ

れが事故につながる場合がある。と訴え、安全対策・
認識の確認を行いました。
草刈り中の飛び石事故、行きかえりの交通事故、熱
中症が多く発生し、またスズメバチに刺されたり、マ
ムシにかまれるなどの事故も見受けられます。手間と
時間がかかっても安全対策に努めましょう。
７月は安全就業月間ですので、より一層の注意をお
願いします。

パトロールで気づいたところ
草刈り作業において防護ネット、周知看板の設
置がなかった。
燃料をポリタンクに入れて持ち運んでいた。
草刈りに山林用の危険な三枚刃を使用していた。
チェーンソー作業で規定通りチャップス（防護
服）を着用されていた。

草刈り時の飛び石に注意
草刈り作業の悩みの種は「飛び石」、宍粟市シルバー人
材センターでは石が飛びにくい刃を推奨しています。
その名もズバリ！

石トバサーズ（商品名） です。

ぜひ、お試し下さい。
会員さんにはセンターが
一部助成して、1,000円で
販売しています。

石トバサーズ

石トバサーズ（試し刈り）

シルバーしそう

⑤

公益社団法人 宍粟市シルバー人材センター主催の講習会

女性限定「ときめくお洒落」講習会 開催
昨年12月22日から24日の３日間、女性限定「ときめくお洒落」講習会を山崎文化会館で
行い、11人の参加がありました。
初日は株式会社アークの高崎容子講師による

お

しゃれな「マナー講座」 をテーマに・さわやかな
第一印象〜仕事も健康も姿勢から〜・心が伝わる挨
拶お辞儀〜笑顔でポジティブに〜・お茶をおいしく
〜茶菓のマナー〜といった講義を受けました。
２日目は日本清掃収納協会の後藤恵子講師、 簡
単に楽して汚れを落とせる!

初日：お辞儀の練習、頭と背筋が一直線。

をテーマに掃除の方

法などを学び、全員が「清掃マイスター２級」の資

格を取得しました。
３日目はメイクセラピーshin.shinのみき しほ
講師で

メイクがシニアを元気にする

をテーマ

にスキンケアや眉、アイメイク、チーク、リップ
などメイク
の仕方など
を学びまし
た。

２日目：お掃除は楽しくてきれいに

受講者は「マナー講座では日ごろの行動をさりげな
い仕草一つで大きく印象をアップさせることができる
とわかりました。今日から心がけます」と笑顔で話し
３日目：メイクアップで気持ちも若返り

ていました。

剪定講習会 開催（予定）
９月26日(月)・27日(火)の２日間、松の剪定講習会を予定し
ています。
シルバー人材センターの会員さんもまだ入会
されていない方も受講できます。
詳しくは後日、新聞折込でご案内します。

シルバーしそう

「山野草を育てる事」

「元気に過ごす」
山崎事業所

こしば

そう

じ ろう

小柴宗治郎（72歳）
奥さん
ふ

み

⑥

一宮事業所

下 谷 照 義

よ

富美代（68歳）
孫さん
りゅうせい

琉聖（9歳）
そう た

颯太（7歳）
犬

モコ（18歳）

元気に左官仕事、草刈り作業をこなしています。
犬（モコ）の散歩もしています、老犬なので大変
です。孫たちも毎日元気に蔦沢小学校へ通ってい
ます。妻も元気に大好きな花の手入れをしたり、
孫の世話をしたり、忙しく動いています。

15年前くらいに友人から山野草
でも始めてみんかと誘われて、
めんどうだと思ったんですが、やってみると意外
とおもしろいものです。
今まで気にしなかった草花ですが、なにかしら見
るとホッとします。
今日も花を見てストレスやら疲れを癒します。
（今冬に鹿に大部分食べられ残念です）

たたらの里学習館
令和４年５月27日（金）大阪のシニア自然大学校ソラ組の方々77名
が施設の見学をされました。施設の周りにクリンソウ（写真）も咲い
ていて、来場された方々を癒してくれたことでしょう。

会 員 のひろば

瀬

山崎事業所

小

茂

釣りは大自然の中で︑いい空気を吸って︑
身も心も癒され普段の生活のことなどその時

年毎年︑五︑

を温め︑孵ったヒナを一生懸命育てる姿は

チョット感動的です︒ここ数

六羽のヒナが巣立って行くのを見送っていま

以前は電線に百羽以上のツバメが整列する

はすっかり忘れてしまい︑いい気分転換にな

ただ︑一つ心配があるとすれば︑天候の急

光景が見られたものですが︑年々その数が減

すが︑今年はそのツバメが全く来ない！

変等により危険な目にあうことです︒十分気

り今年は何と一羽のみ︒農耕地が減少したた

時代とともに環境が大きく変わり︑便利に

めなのか寂しい限りです︒

自分の身体の許す限り︑人生の楽しみとして

はなった世の中だけど︑温暖化や不安定な気

やかな日々が過ごせればと思っています︒

三人暮らしですが︑無病息災を願いながら穏

今︑我が家は私達夫婦と老犬の﹃マル﹄の

ているようにも思います︒

等々︑人間も生き物達も少し生きづらくなっ

﹁釣り﹂も﹁シルバーの仕事﹂も続けていき

子

象現象による自然災害︑そしてコロナ︑戦争

最後になりましたが︑家族と相談しながら

をつけていきたいと思います︒

り︑ストレスの解消にはもってこいです︒

十

たいと思っています︒

幸

波賀事業所

井

シルバー人材センターに入会して五年にな

丸

方も以前より多くなっている様に思います︒

ります︒多くの方々に出会う機会もあり︑又

﹃思うこと﹄

趣味とはいえ︑野外での遊びでもあり︑健

せっせと泥や枯草を運んできて巣を作り卵

す︒

ます︒それはツバメが家に来てくれることで

私はこの時期︑楽しみにしている事があり

元気で働けることを有難く思っています︒

ています︒

人や近所の人におすそ分けして︑大変喜ばれ

たくさん釣れた時にはあちこちの友人︑知

にも喜ばれうれしく思っています︒

康にもよく︑お土産もいくらかあるので家族

また︑このコロナ禍において︑釣りをする

物入りです︒

よってはかなり遠方に行くことが多く︑結構

最近は釣りの道具も高くなり︑釣る魚に

の足しになる様と思い勤めています︒

自分の趣味である﹁釣り﹂の費用と小遣い

約２年になりました︒

私はシルバー人材センターの仕事を始めて

﹃老後の人生の楽しみとして﹄
シルバーしそう
⑦

シルバーしそう

⑧

事 務 局 か ら の お 知 ら せ
移転のお知らせ

この秋、波賀事業所を一宮事業所に移転
します。
ご不便をおかけしますが、ご協力よろし
くお願いいたします。
住所：〒671-4137
宍粟市一宮町閏賀300

インボイス制度

国道29号

波賀事業所

N

●一宮市民局

閏賀口
●ＪＡハリマ本所

●宍粟市シルバー
人材センター

2023年10月1日導入

現在、会員の皆さんが受け取っておられる配分金には、就業したことによる報酬とその報酬に係る消費税
が含まれております。この消費税は、本来税務署に申告納税する必要があります。しかしながら、消費税
法上は課税売上として受ける配分金が少額(1,000万円以下)であるため免税事業者となっています。
インボイス制度が導入された場合、①会員が課税事業者となり、消費税を申告納税する。②シルバー人材
センターが配分金に含まれる消費税分を負担する。③発注者に値上げを要請する。の、いずれかを選択す
ることになります。しかし、①の場合、会員さんが個人で必要な手続きを継続して行うことは困難である
と考えられ、③は仕事の量が減少することが予想されるため、②を選択せざるを得ないと思われます。
ところが、公益社団法人であるシルバー人材センターは制度的に利益をあげることができない（収支相
償）団体で、会員さんの消費税分を負担する財源はありません。そのため会員さんの配分金の中から消費
税分を差し引かざるを得ないと考えられます。このことは、消費税分の収入が減少することになり、地域
社会に貢献しようと努力している会員さんのやる気、生きがいをそぐことになりかねません。
県及び全国シルバー人材センター事業協会、さらには自民党シルバー人材センター活性化議員連盟を通じ
て、特例措置（現状通りの取扱い）が認められるよう厚生労働省をはじめ関係省庁、与党に対して要望を
行っています。
現時点では、まだ不明な点がありますので、方針がはっきりした時点で改めてお知らせいたします。

ボランティア活動
地域社会への貢献とセンターの存在を広く市民の皆様に知っていただく為に、ボランティア活動を実施し
ています。秋にはそれぞれの事業所で実施しますので、皆様の参加をお待ちしています。

編 集 後 記
『体組成計』買っちゃいました！体重以外にも体脂肪
率や内臓脂肪なんかも出ちゃう優れモノです。
毎年、検診後に中性脂肪の薬をすすめられますが、一
度も飲んだことがありません！（自慢できません
が…）まだまだ大丈夫だろうと安心してたんですよ。
ところが先日、自分の写真を見てビックリ！
背はちっちゃいし頭はハゲてるし(これらは前から)、
オマケに腹が出てる。
これはマズイと思い、体組成計を購入。
数値に現れると、うれしくて。1ヶ月で3㎏減量！
活動的な会員のみなさんの様になれるよう、頑張りま
す！次回検診までは(笑)
H・T

入会説明会
会員募集にあたり、入会説明会を行います。
入会をお考えの方は、ためらわず是非この機会
にご来所ください。
日時：８月２日(火) 9：00〜16：00で都合
の良い時間にお越しください。
場所：山崎事業所（市内の方は地域を問わず参
加できます）
＊各事業所においても、加入のご相談等は随時
承っております。

