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公益社団法人全国シルバー人材センター事業協
会（全シ協）では、毎年 7月・12月を全国安全就
業月間として定めています。各シルバー人材セン
ターでも、安全就業推進の集いや安全パトロールな
どを通じて、安全就業への意識を高めていただくた
めに活動しています。

○ 会員向け自転車無料点検
7月 1日センターの玄関において実施され、合計

43台の自転車が持ち込まれ点検を受けました。
その結果、タイヤの摩耗やブレーキ等の安全装置

に不具合があっ
たものが多く、
タイヤの交換な
ど別途費用の掛
かるものは、後
日個人で直して
いただくように
お願いしました。

○ 安全パトロールの実施
7月５～６日に合

計９現場の安全パ
トロールが実施さ
れました。植木班
は全ての現場でヘ
ルメットが着用さ
れており、高い木

の剪定を行っている現場では安全帯が使用されてい
ました。
緑化班の現

場はとても広
い公園で、藤
棚も含め 3日
がかりで除草
しているとの
ことでした。

○ 第5地域安全就業推進のつどい
7月 12日に西東京市アスタ市民ホールにおいて、

安全就業推進のつどいが行われました。東京しご
と財団のシル
バー保険事業
室・瀬戸様に
よる安全就業
に係る講演と、
田無警察署の
若尾警部補に
よる安全な自
転車の乗り方
について講演がありました。

○ 植木班・器財点検
7月 28日に植木

班による器財点検が
行われました。台帳
との突合せによる数
量のチェックも兼ね
て、一つずつ丁寧に
行われていました。

全国安全就業月間報告
安全管理委員長　　船　戸　　勲

会

報

き ず な

発　行 公益社団法人　
武蔵野市シルバー人材センター

編　集 会報等編集委員会
武蔵野市中町 3-5-16
電話　0422-55-1231㈹

URL http://www.musashino-sc.or.jp/

■全国安全就業月間報告………………………………… 1
■就業紹介～仕事別グループ班長に聞く～…………… 2
■「健康フェスタ」開催案内…………………………… 3
■むさしのSCトピックス ……………………………… 4
■私のふるさと…………………………………………… 5
■武蔵野・ぶらり・時空旅………………………… 6～ 7
■ひろば、新入会員紹介、お亡くなりになった方
　編集後記………………………………………………… 8

202（秋）号　も く じ

武蔵野市シルバー人材センター

会

報



武蔵野市シルバー人材センター（2）第202号 平成28年10月20日

就　業　紹　介　～ 班長に聞く ～

シルバー人材センターへの、お客様からの仕事の依頼は様々です。

効率よく積極的に仕事をするために、仕事別グループを設けています。

今回は各仕事別グループの班長さんに、お話しをおうかがいしました。

下記の内容でおうかがいしました。
① 主な仕事内容について　　　　　　　　　③ 会員さんが仲良く仕事をしていく秘訣
② 仕事をしていくうえでの工夫　　　　　　④ 今後の仕事への期待と希望

第一浄水場　　　中町　　富田　正明
①第一浄水場構内（吉祥寺北町 4丁目）の除草
及び落葉掃き等清掃作業、低木の剪定作業を
週3回4名でのローテーション就業。
②漠然と作業するのではなく、範囲を決め、目
標をもって作業する。
③お互いに担当作業場所の進行状況により、作
業を助けあい、お互いに気づかい行動する。
④始業時に本日の予
定、終業時には作
業の結果を話しあ
い、次回に役立て
るようにしたい。

襖班　　　吉祥寺南町　　日野　廣見
①襖・障子・網戸・クロスなどの張替え作業を
しています。
②張替え後の仕上がりや、お客様の満足度を満
たすように、技能の研鑽や、ていねいな仕事
を心がけています。
③複数で作業をする場合に、｢あうんの呼吸｣
で手順良く作業が出来るように、日頃から心
がけています。

④建築工法の変化に
より、実績は少し
ずつ落ちています
が、潜在需要は多
いと推測されるの
でPRに努めます。

便利班　　　　　桜堤　　早田　紀夫
①ご家庭からの粗大ごみの搬出、
家具の移動、窓ガラスや浴室
の清掃、換気扇の掃除など。

②初めてのお客様の場合、必要
に応じて事前の下見をしてお
くと、作業がスムーズに出来る。

③お客様に、仕事の内容をご理解いただこうと、
心構えを持っていること。便利班で同じレベ
ルの考え方を保つこと。

④リピート客を増やすために、常にお客様に対
して誠実な対応を心がけリピート率を増やし
たい。

植木班　　　吉祥寺東町　渡辺　忠昭
①ご家庭を中心に、植木の剪定
や垣根造り及び補習などです。

②日程や人員の割振りなど、効
率良く仕事をするようにして
います。

③日常的な会話をしたり、何事
も強制しないよう心がけています。

④植木班の会員が増えること、日程や仕事内容
がシルバーの仕事らしく、楽しく健康的にで
きるように望んでいます。
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会員の皆様におかれましては毎日お元気に就業に、ご趣味に過ごされていることと思います。
事務局だより、あるいは風の便りで“今年のセンターフェアは中止”とお耳に入っているもの

と存じます。
今年は、センターフェアに変わり「健康フェスタ」を下記要領で開催することとなりました。

初めての試みで、すでに健康フェスタ実行委員会を立ち上げ、その実施に向け鋭意企画中です。
会員と武蔵野市内にお住まいで「武蔵野市シルバー人材センター」にご興味のある“おおむね
60歳以上でお元気な働く意欲のある方”までを対象とした、文字通り健康をテーマとした「講
演会」と「競技会・交流会」を実施いたします。

「健康フェスタ」開催案内
実行委員会　　加藤　之義　

＜健康フェスタ＞実施概要
日　時：平成29年１月17日（火）
　　　　13:30 ～ 16:30
場　所：武蔵境駅前のスイング 10階スカイホー
　　　　ルと11階レインボ－ホール
式次第：講演会　13:30 ～ 14:20
　　　　内　容：健康フェスタにふさわしい日ご
　　　　　　　　ろ注意すべき食生活等テーマに
競技会・交流会：14:30 ～ 16:30
　　　　内　容：交流会は、昼間の実施であり、
　　　　　　　　軽食・お菓子類でのティーパー
　　　　　　　　ティ
　　　　競技会は、レインボーホールでの “地区
　　　　別対抗の輪投げ大会”
　　　　　※内容は現在、検討中です。
対　象：武蔵野市シルバー人材センター会員及び
　　　　市内にお住いの概ね60歳以上の方

＜センターフェア中止と健康フェスタ＞
　長年続いた「センターフェア」をなぜ中止し、「健
康フェスタ」を実施するのか？
　疑問に思われる会員の方がいらっしゃるものと
思います。この辺りを整理し、ご説明申し上げま
す。
１．残念ながらセンターフェアにご来場いただ
く方が年々減少しています。集客のため、焼
きそば、焼き鳥などの模擬店を出店してきま
したが、商店街・市内コミセンと同様のイベ
ントでは、経費に見合った効果が得られるか
疑問視されてきました。

２．会員同士の交流イベントを実施できないか
センターフェアは、そもそも市民の方へシル
バー人材センターをＰＲするため開催してき
ましたが、会員の交流を深めるイベントを希
望する声は根強くありました。また、センター

の立地から、参加者が中央地区に偏ってしま
いました。

３．会員にとって “健康” は一番大事。なるべ
く予算を掛けずに “健康” を祝い、楽しむこ
とのできる “何か新しい” 催し物を、場所を
変えて、実施しよう！

　以上の諸点から「健康フェスタ」を企画し、準
備を進めています。
　なお、「会員作品展」は、単独での開催では多
数の来場者を望めないことから、中止もやむなし
との意見もありましたが、展示場所を確保できそ
うとの見通しも立ち、来年（平成29年）2/21 ～
/23 市役所ロビーに場所を移して開催予定で、実
施企画中。追ってご案内します。

＜健康フェスタ＞準備状況
　以上で実行委員会が何をどう考えているのか、
概略ご理解いただけましたか？
　上記以外の準備状況を整理してお伝えしておき
ます。周りの会員・ご友人ともお話合いください。
１．競技会は、12地区12チームプラス一般参
加の１チーム計13チームの対抗試合（１チー
ム３～５名）を検討中、ささやかですが、優
勝・準優勝・三位・ブービー賞など景品も考
えています。秋の各地区の連絡会などでチー
ム編成・出場選手をご準備ください。

２．健康フェスタの正式案内は、11月下旬な
いし 12月初旬、チラシにてお知らせいたし
ます。

　　講演会定数は最大 120 名、交流会定数は
最大 200 名です。ご案内の要領に沿って申
込み遅れのないようご注意ください。

３．当日の無償ボランティア協力者を別途募集
いたします。宜しくお願い致します。

４．健康フェスタ会場にて “手芸品・小物販売”
を実施する方向で検討中です。
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7月11日 安全就業推進員連絡拡大会議（東京しごと財団）
7月12日 ・第5地域シルバー 安全就業推進のつどい（西東京市アスタホー
　　　　　　ル）
　　　　 ・清掃業務会員懇談会
　　　　 ※清掃業務を行っていただいている会員さんにお集まりいただ
　　　　　　き、日ごろ思っていること、工夫していること、困りごとなど、
　　　　　　意見交換しました。
7月26日 入会説明会（マンション共有部分清掃）
　　　　　 ※シルバー人材センターに入会し、マンションなどの清掃を希
　　　　　　望する方向けに、仕事内容の説明に特化した入会説明会を開
　　　　　　催しました。参加者3名
8月4日 手芸・小物班による会員向け縫製講習会（ペットボトルホルダー）
　　　　　参加会員6名
8月6日 植木班ボランティア活動第2回（境南町　花時計）参加者4名。
8月16日 月刊シルバー人材センター取材
　　　　 ※家事援助コーディネート制についての取材を受けました、28
　　　　　　年11月号に掲載予定です。
　　　　 　月刊シルバー人材センターの冊子は事務局にありますので、
　　　　　　閲覧希望の方は声をおかけください
8月18日 シルバーパス会員向け説明会
8月30日 東京しごと財団シルバー体験講習（縫製・小物製作）
9月9日 東村山市SC視察
　　　 ※家事援助サービスの視察を受けました
9月13日 補習教室研修会
　　　　 ※「発達支援が必要な子どもへの心理・教育的対応」をテーマ
　　　　　　に、白梅学園 准教授 廣澤 満之氏をお迎えして講演会を開催
　　　　　　しました。参加者は補習教室の講師を含め、全22名でした。
9月14～ 16日　武蔵野市認定ヘルパー養成研修会9名が参加しました。

8月26日、午後1時30分よりセンターのホー
ルにて標記の懇談会を実施いたしました。
本年４月から７月までの未就業会員の 331 名

に会合の開催を往復はがきで呼びかけ、35名の
参加連絡（当日出席者は26名）をいただきした。
会合は懇談会形式で、ロの字形に着席、理事・事
務局の計 11名は “お聴きする” 立場で枠外での
着座で進行いたしました。出席者各位の本日の参
加目的・日頃より考えていることなどを含めた自

未就業者懇談会を実施しました
研修委員会　　加藤　之義

己紹介から始まり、その後司会のリードで、｢適
正就業ニュース｣はお読みいただいているのか、
応募はしていただいているのか、なぜ未就業と
なっているのか、などを伺い最後に質疑の形で、
センターへの質問・提案・苦情をお伺いしました。
面接制度への疑問・不満、会員の公平平等への配
慮、会員に対する事務局員対応の改善などなど、
忌憚のないご意見をいただきました。会合後、出
席の理事・事務局職員で反省会を行い問題点を整
理、たいへん有意義な一日となりました。
今後も皆様の声をお聞かせください。

入会説明会

講習会

東村山市SC視察

補習教室研修会
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緑町　　山根　次郎会員

私のふるさと
　　―第12回　岡山県津山市―

★岡山県津山市は県北部最大の町で、古代より政
治・経済・交通の要だった。東西に平野が伸び、
北は中国山地、南は吉備高原に挟まれた盆地の城
下町である。近代になると製糸工業が隆興し、百
年前の大正５年には郡是製糸株式会社が創業し
た。郡是すなわちグンゼである。この町で山根次
郎会員は生まれ育った。
●私は昭和 25年に津山市の、やや中心部から離
れた山の中腹の家で生まれました。とは言っても、
私が 2歳か 3歳の時に平地に引っ越したので、生
まれた家の記憶はありません。我が家は米作農家
で、両親と祖母、兄一人と妹と弟が一人ずつ、計
７人で暮らしていました。
★当時の農家の仕事は過酷だったから、小学生の
子供たちも農作業を手伝わされた。津山に限った
事ではない。日本の農村の当たり前の光景だった
はずだ。風呂の水汲みも山根少年の仕事だった。
●炊事に使う水は井戸水でしたが、風呂用は家の
脇を流れている幅１メートルほどの小川（用水路）
からバケツで水を汲みました。手押しポンプの井
戸でバケツに溜めて風呂桶に運び入れるより、バ
ケツで川の水をすくったほうが早いからです。そ
れほどきれいな水が流れていました。この用水路
には鯉や鮒なども棲んでいて、竹で編んだ漁具で
獲ったりしました。ただその魚を食べたかどうか、
記憶は定かではありません。
★海から遠く、雪国でもない盆地の子供たちは、
当時どんな遊びをしていたのだろう。
●小学校時代の遊びはもっぱらチャンバラでし
た。男の子だけで遊びました。鋸で山から木を伐っ
てきて、小刀で削り木刀を作りました。同学年の
男の子 2、3人でつるんでいました。秋には栗拾
いもしました。
★チャンバラは全国共通の男の子の遊びだった。
それ以外に郷土色豊かな遊びはなかったのだろう
か。歴史のある町だから、なにかありそうだが。
●米の刈り入れも終わり寒くなったころ、お地蔵
さんの頭くらいの石に数本の綱を付け、綱の数の
子供たちが各家庭を回ります。そして石で庭を
打って穴を開けるのです。開けるといっても地面

が少しへこむ程度ですが、そうすると家の人にお
菓子を貰えるのです。子供はみんな小学生で男の
子も女の子も一緒でした。この遊びを「いのこ」
と呼んでいましたが楽しい思い出です。
★これは稲荷信仰から派生した行事とも言われ、
津山市内各所で行われていたようだ。旧暦 10月
の亥の日に、子供たちが丸い石に綱を付けて家々
を巡回し、歌を歌いながら石で庭を打つ。歌詞は
次のようなものだったという。
｢亥の子　亥の子　亥の子の晩に祝わん者は　鬼
生め蛇生め　角生えた子産め」。歌い終わると各
家からお菓子が配られる。すると子供たちは「こ
の家　繁盛せえ　繁盛せえ」と歌って次の家に向
かう。この地独特の風習ともいわれるが、子供が
減っていつのまにか消えてしまった。現在の津山
市ではもう見られない行事である。
●小学校は 1年から 6年まで 1学年１学級の小さ
な学校でした。家からの距離は徒歩 30分くらい。
ショートカットする時は車の通らない山道を歩き
ました。楽しい小学生時代でしたが、中学生時代
にこれといった思い出はありません。
★中学校を卒業した山根少年は大阪で就職。18
歳まで溶接の仕事をしたあと航空自衛隊に入隊す
る。３カ月間、山口県防府基地の学校で学んだ
あと、浜松基地に配属され４年で除隊。22歳で
日本航空入社。整備畑一筋でサラリーマン人生を
まっとうした。武蔵野市に定住したのは 34歳の
時であった。
●津山には母が妹と一緒に暮らしていて、私も
時々帰省しています。実家のあたりも、ミズノが
運営する「グリーンヒルズ津山」という大規模な
スポーツ施設ができたりして、すっかり変わっ
てしまいました
が、それでも懐
かしいふるさと
です。

（聞き手
編集部　遠藤）

津
山
市

中学校時代
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武蔵野・ぶらり・時空旅
「橋ものがたり」その２

吉祥寺北町　下谷　一廣
8

今回は玉川上水に架かる橋にまつわる話です。
井の頭公園の東にある万助橋から上水の遊歩道沿
いに上流の新橋まで歩いてみます。
万助橋➡むらさき橋➡三鷹橋➡けやき橋➡ぎん
なん橋・いちょう橋➡大橋➡松見橋➡桜橋➡独歩
橋➡うど橋➡境橋➡もみじ橋➡くぬぎ橋➡曙橋➡
新橋
と続いていきます。ゴシックで表記したのが武
蔵野市の管轄する橋ですがいずれにしても我々武
蔵野市民と関係の深い橋ばかりですので硬いこと
を言わずに他市や都が管轄する橋も取り上げます。
本題に入る前に玉川上水について簡単に説明し
ておきます。
寛永 12年（1635 ）から参勤交代制度が確立
して江戸の人口が爆発的に増加し飲み水の不足が
大きな問題となり、多摩川の水を引くことになり
ました。
承応 3年（1654 ）羽村から武蔵野台地の尾根
を開削し四谷大木戸まで全長 43㎞（丁度マラソ
ンの距離ぐらいですナ）の水路が完成しました。
当時の江戸川柳に “味わえば　甘露にまさる　
玉の水” と詠まれたほど江戸市民にとってかけが
いのない飲料水の供給でした。さて本題の橋につ
いてです。

＊万助橋＝幕末安政年間（1854 ～ 1859 ）に地
元の渡辺萬助が井の頭弁財天の別当寺である大盛
寺境内の杉の大木を二つ割にして架けたといいま
す。

この橋の名前が人口に膾炙したのは太宰治の入
水自殺によってである。
昭和23年6月19日にこの橋の柵門で愛人・山

崎富栄と共に発見されたのである。奇しくもこの
6月19日は太宰治39歳の誕生日でもあったという。
現在の三鷹橋から万助橋までは普段から流量も

多く流れも急であったが、この時期は梅雨のさな
かで濁流が音を立てて流れていたといわれる。
玉川上水は別名 “人喰い川” とも呼ばれた川で

現在より川幅も広く流量も１日 108 万㌧あった
と推定されている。

＊むらさき橋＝随分としゃれた名前であるが伝聞
によればこの近辺には染料として貴重だった紫草
が群生していたとされ、橋の脇には古今和歌集か
らの一首
　“紫のひともとゆゑに　武蔵野の　草はみな

　　がら　あはれとぞみる”
と刻まれている。因みに第一小学校の校章は紫

草を図案化したものだそうである。

＊けやき橋＝幕末の安政年間（1854 ～ 1859 ）
にはけやきの丸太を架けただけの橋だったそうで
す。この橋の南詰に享保 14年（1729 ）作の石
造庚申供養塔があります。前号で紹介した更新橋
の庚申塔と同じ意味あいを持っています。
けやき橋からぎんなん橋・いちょう橋までの区

間右側に野鳥の森公園と西久保公園があります。
訪れた時には人影もほとんどなくとても静かでい
かにも野鳥のさえずりが聞こえてきそうでした。
西久保公園は特に樹木の配置、光のバランスが

良く四季折々に訪ねてみたい公園です。

＊ぎんなん橋・いちょう橋＝ぎんなんは人道橋、
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いちょうは車道でセットになっています。都道
12号線を通したときに架けられたまだ新しい橋
です。橋名は公募して選ばれたものです。秋には
イチョウの紅葉（黄葉？）が見事だそうです。小
生はまだ写真でしか知りません。深大寺に行くに
は車道も遊歩道も整備されましたので便利になっ
たといえば確かに………。

＊大橋＝玉川上水に架けられた橋としては新橋と
ともに古い橋です。江戸時代以前から深大寺に通
じる重要な道・大師道が玉川上水開削で分断され
たため、武蔵野の四カ村ができてそれほどの時を
置かずに架けられたのではないかと思います。い
ちょう橋ができたため、すっかり価値が下落して
しまいました。
今はひっそりとしたたたずまいですが、様々な
出会いや別れの物語を紡ぎ出してきた橋だと思わ
れるので残念です。

＊桜橋＝明治 22年甲武鉄道の境停車場が開設さ
れたとき停車場と田無町間に新道を造ることが条
件であった。その時に出来たのが桜橋である。
東京から花見に来る人は新宿から鉄道に乗り境
駅で降り、埃っぽい道を歩いて桜橋まで来てここ
から玉川上水に沿って西小川村までの一里半（６
㎞）を歩いて桜をめでたといいます。そして国分
寺駅から鉄道に乗って帰ったそうです。
この橋は小金井提の桜並木の終点ともいうべき
ところでした。

＊独歩橋＝国木田独歩文学碑は桜橋の北詰西側に
あるのだが、彼が書いた文章の中にある掛茶屋は
碑の道を隔てた向かい側にあったようです。いず
れにしても武蔵野を広く世に知らしめてくれた独

歩を顕彰する橋名に違いない。
独歩の「武蔵野」第6章を引用してみます。
「今より三年前の夏のことであった。自分は或
友と市中の寓居を出でて三崎町の停車場から境ま
で乗り、其処で下りて北へ真直に四五丁ゆくと桜
橋という小さな橋がある。渡ると一軒の掛茶屋が
ある、この茶屋の婆さんが自分に向て “今時分、
何しにきただァ” と問うたことがあった。自分は
友と顔を見合わせて笑って、散歩に来たのよ、た
だ遊びに来たのだ」と答えると、婆さんも笑って、
それもばかにしたような笑い方で “桜は春咲くこ
とも知らねえだね” と言った。
茶屋を出て、自分たちはそろそろ小金井の提を、

水上へとのぼり初めた。
ああその日の散歩がどんなに楽しかったろう

　………」と書いています。

＊うど橋＝今から180年前天明5年落ち葉の温熱
で軟化独活（白うど）を栽培し成功した。
事業としても東京独活の主産地となり地元に利益
をもたらしたことで “うど” の名前を付けた橋。
昭和40年に架けられました。
境橋、もみじ橋、くぬぎ橋、曙橋は黙って通過

します。

＊新橋＝この橋を文字通り “シンバシ” と読んだ
のでは身も蓋もない気がする。
全くの私見ですが “アタラシバシ” と呼びたい。

きっと江戸時代の境村、関前村の人々はこう呼ん
でいたと思います。先の大橋と同じように名前は
新橋ですが結構古い橋なのであります。

参考資料：
　玉川上水を歩く、武蔵野橋梁位置図

大　橋 境　橋 新　橋
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近年、さまざまな研究により次々と新しい健康効果が発見されているヨーグルト。整調作用
はもちろんのこと、大腸がん、糖尿病、うつ病、脳の老化予防効果と、うれしいことばかりで
す。そのまま食べてもおいしいヨーグルト、もっと色々な食べ方があっても良いですよね。塩味のヨーグル
トも意外な味で新しい発見の味です。季節のフルーツや野菜をプラスして、更に栄養価を高めましょう。

※は無糖ヨーグルト（甘くない）を使用します。

健康のすすめ　～ヨーグルトを摂りましょう～

　フルーツヨーグルト
すり下ろした柿やりんごをヨーグルトにか

けます。ごま油を1～ 2適たらして。

　台風・大雨続きで秋になったが、８月はリオ・オリンピックで沸きに沸いた。
　オリンピック・マラソンと言えば、エチオピアのアベベ・ビキラを思い出す。1960 年のローマ・オ
リンピック。はだしの哲人ランナーは、夕日を背に受け宵闇迫るアッピア街道をひた走り、コンスタン
ティヌス凱旋門のゴールに史上最高記録（2時間15分16秒2）で飛び込んだ。皇帝ハイレ・セラシエ
のために走ったと言う彼は、かつての敵国を裸足で征服したことになる。祖国に初の金メダルをもたら
したアベベは、一躍エチオピアの、そして世界の英雄になった。1964 年の東京オリンピックでは、靴
を履き甲州街道をひた走り二連覇の快挙を遂げた。
　リオ・オリンピックではマラソンは男女とも残念だったが、選手たちは 41個のメダルを獲得した。
パラリンピックのメダリストたちと共に、10月7日パレードを行い銀座には80万人の人が詰めかけた。
4年後の東京五輪では日本選手団の更なる活躍を期待したい。秋は急にやって来たが、天高く馬肥える
秋。秋の味覚は「戻りガツオ」もいいが、やはり秋刀魚であろうか。　　　　　　　　　　　　（T.K）

編 集 後 記

　ホットヨーグルト
ヨーグルトをレンジで30秒ぐらい少

し温めます。相性の良い切ったバナナ
を足して。

　サラダ※

特にいも類（じゃがいも・さつまいも・かぼ
ちゃ）とスライスきゅうりをヨーグルトで合え、
塩こしょうで味を整えます。すりごまやハムを
足してコクや風味アップです。

　ドレッシンングや和え衣に※

ヨーグルトとマヨネーズと混ぜて。
特にレタスやエビ・イカや海藻と相

性が良いです。

けます。ごま油を1～ 2適たらして。




