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会員数

号

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２
ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４
ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３

１，１００名
（男６２２名･女４７８名）
（６月末現在）

安全委員会主催

令和元年度 安全推進大会開催
「安全最優先！」日頃から安全意識を高めることがとても大切です。別紙でもおしらせしておりますが、
「安全推進大会」を実施いたしますので、是非ご出席ください。

●日時 ７月３１日（水）１４時～１６時 ●場所 市民センター３０１・３０２号室
●申込：事務所カウンターに記入・電話申込も可

新入会員、未受講の会員方は
出来るだけ受講して下さい！

認知症サポーター養成講座
～サポーターのやさしさがなぜ必要か？何ができる？～

認知症サポーターをご存知ですか？街の中で困っている認知症の人や家族を温かく見守る応援者の
ことです。地域支援委員会では、シルバー会員みんなが認知症サポーターになってもらいたいと願っ
ています。多くのご参加を期待しています！
●日 時 ：７/３０（火）１３：００～１５：３０ ●場 所 ：はつらつ館 大会議室
●講 師 ：あじさいの会代表 安宅桂子氏 ●申 込 ：事務局に連絡

スマホ未経験者向け無料体験会！～らくらくスマートフォン～
スマホに興味はあるけれど、ちょっと不安、自分にはできるかな？と思っておられる方！朗報です！
一人一台の体験用スマホを用意しています。掌の中から世界が広がりますよ。是非ご参加ください。
●日時：８月２日（金）10：00～11：30 ●参加費：無料
●定員：１０名（要電話予約）

予告

日程が決定しましたのでお知らせします！
秋のイベントの日程が決定！スケジュールに入れて下さいね！

第３回シルバーオンステージ

第３回シルバーフェスティバル

１０月２６日(土)

１１月１６日(土)

場所：市民センター音楽室

場所：はつらつ館 全館

歌、踊り、手品、楽器演奏等、会員が一人でもい
れば出演 OK! 詳細は来月号で！

今年もやります！楽しいイベントになるよう、
会員活動委員会で只今検討中！

今月は以下のものが同封されています
●はつらつ芦屋２８号 ●安全委員会だより５２号 ●安全推進大会の案内 ●映画割引チラシ
●安全標語短冊････ご自宅の見える場所に貼って、是非、意識啓発に役立てて下さい！

６ 月 活 動 実 績
6
7
10
11
12
13
14
18
20
21
24
25
28

６月の安全パトロール

第２回安全委員会
前期会員研修バスツアー（伊勢・鳥羽）
第３回広報委員会
入会説明会
第２回企画委員会
兵シ協定時総会
新総合事業者実地指導
第２回会員活動委員会
新入会員オリエンテーション
近シ協定時総会
全シ協定時総会
第１回適正就業委員会
NRI 顧客セミナー
第３回事業運営部会
安全運転管理者等講習（羽渕主幹）
第２回地域支援委員会
事務局会議

６月１２日、森山副委員長、石本・清水委員、大
谷職員が除草・剪定の現場６か所を巡回。ハンドブ
ック携帯も浸透し、安全に対する意識は向上してい
ることが感じられました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間は事故ゼロ！是非この日数を増やしてい
けるよう、くれぐれもお気をつけて下さい。

事業運営部会

無事故達成日数
傷害事故 １４３日
賠償事故 １２３日 （７月１日現在）

●第３回 （６月２１日）
・各委員会報告
・令和元年度定時総会の総括について
・今年度の主な取り組みについて
・宮塚公園活性化イベントについて

令和元年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

これ位 思う心が 事故のもと

専門委員会

☆兵シ協安全就業スローガン（H29 年度～H31 年度）

●第２回 安全委員会（６月６日）
・安全だよりの発行について
・安全推進大会の開催について
●第２回 企画委員会（６月１２日）
・会員拡大について（街頭宣伝・出張説明会・
拡大月間・募集チラシ等）
・市民対象講習会について
・市役所「パネル展」について
●第２回 会員活動委員会（６月１４日）
・シルバーオンステージについて
・シルバーフェスティバルについて
●第１回 適正就業推進委員会（６月２０日）
・会員就業規程及び適正就業について
・適正就業ガイドラインの周知について
・就業相談の実施について
・未就業会員への聴き取り調査について
・長期継続就業の運用について
●第２回 広報委員会（６月１０日）
・「はつらつ芦屋」２８号について

危ないぞ 言える勇気と 聞く心
☆全シ協 全国統一スローガン（H29 年度～H31 年度）

事故防止､急ぐな､あせるな､気を抜くな
配分金の支払日
６月就業分
７月１２日（金）
７月就業分
８月１５日（木）
＊配分金の支払日は原則として１５日（お休みの
場合は直前の営業日）
。

入会希望者説明会の日程
７月９日（火）
８月１３日（火）

就業相談窓口のご案内
就業相談窓口を７月２６日（金）9：30～12：00
に開設します。ご相談のある方は事前に事務局
にご予約の連絡をお願いします。

令和元年度の年会費がまだの方には督促状を
送付しました。至急納入をお願いします。
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☎

３２-１４１４（お間違えのないように！）

市民公開 各種講座等のおしらせ
絵手紙教室（月１回原則第３木曜日）定員１５名
４～９月コース 9：30～11：30

キーボード教室（月曜クラス・火曜クラス）
●３０００円（グループレッスン・月２回・前納)

大人のピアノ教室（土曜日クラス・５０分/回）

●受講料 ： コース途中の受講者は
９月分まで前納（１０００円/月）

●５０００円（個人指導・月２回・前納)
●出張レッスン６０分（１回３５００円）

ワンコイン・イングリッシュ１５名程度

らくらく・イングリッシュ２５名程度

７/２７、８/２４（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

７/６・２０､８/３･１７（土）10:00～12：00
●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

英字新聞に親しむ（原則第１・３火曜日）

入門英会話（原則第１・３火曜日）

Japan News の社説を英文・和文で読む １０名程度

ABC を最初から(個別サポートあり) １５名程度

７/２・１６、８/６・２０（火）13：30～14：30

７/２・１６、８/６・２０（火）14：30～15：30

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円
◆個人教室＝募集人員 各日 5 名
パ ソ コ ン 講 座
②個人教室 8/7・21・28（水）
◆パソコン講座＝募集各講座 10 名
①パソコンで写真整理 8/5・19・26（月）（会員特典） ③スマホ・タブレット個人教室 8/9・16・23・30（金）
時間：10:00～12:00 受講料：3 回 2,000 円（教材費別） 時 間：②③10:00～12:00 受講料：②③2,500 円
●場所：シルバー人材センター はつらつ館 完全マンツーマン方式・パソコン、タブレット、スマホ持参可
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）
◆はつらつねっとカフェ◆
●日時

コーヒーを飲みながらパソコンやネットの話をしましょう！

８/５（月）13:30～15:30 ●参加費 500 円（コーヒー代含む） ●場所 はつらつ館●定員 １０名

プロが撮る記念の１枚！「はつらつ写真館」
会員は特別割引！
●日時：８月１日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催）
●撮影料：一般＝3000 円 会員＝1500 円 ●プリント料：２Ｌ１枚＝200 円 Ａ４1 枚＝500 円

着 付 教 室

書 道 教 室

●日程：７/１１・２５（木）原則第２・４木曜
●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース
●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円
午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時

●７/２・１６、８/６・２０（火）原則第１・３火曜日
●成人１３:３０～１５:３０小学生１６:００～１７:００
●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円
小学生２５００円 ＊教材費５００円含む

会員対象 各種講座等のおしらせ
会員のための健康体操講座

息を吐いて、吐いてのストレッチと簡単な筋トレ

●日程：７/１７・３１、８/７・２１（水）１３：３０～１５：３０

●費用 ：３００円/回

●持ち物等 ： 飲み水

ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除の研修を行います。出席は男女問わず。
ぜひご参加ください。 ●日時： ７月２３日（火）１３：３０～（前日の７/２２ＡＭまでに要申込） ●場所 はつらつ館内

芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！
（原則月１回・第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒７月１８日（木）
昔遊びのお手玉は地味な遊びに思われています。が、やってみると歌を歌いながら手や目を使い、介護予防
にもなる理にかなった遊びです。地味な遊びを楽しくやるのが芦やん小町「お手玉の会」。さあ、お手玉やりま
しょう！！（今月のお手玉作りは７月９日 10:00 から中会議室です。お手伝い大歓迎です‼）
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親睦＆交流のための「会員同好会」
初めての方でも気軽にご参加ください。楽しみながら仲間づくりを・・・
（青字は館外活動）

活動日・場所

ゴルフ同好会（ＡＳＧ会）
囲碁同好会
写真同好会
(デジイチ会)

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”

はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

お知らせ・コメントなど・・・

～暑い時期はしばらくお休みいたします～

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館２階作業室 ★見学自由
毎月第１水曜日 13：30～ 【７月３日】
はつらつ館 ２階中会議室

初心者からプロ級の方までどなたでも
ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
カメラ愛好会です。初心者でも大丈夫！
どんな活動しているか見学に来てください。

毎月第２・４木曜日 １３時～１６時
それぞれが自由な画法で描いています。
はつらつ館２階中会議室＊初心者歓迎 まずは見学にいらしてください。
毎月第２日曜日 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

フリートークの場です。皆でワイワイ・ガヤガヤと
交流しています。当日突然参加でも大丈夫！

毎月第３火曜日 9：30～12：00
はつらつ館２階作業室２ 見学自由

ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
(すずめクラブ)

映画上映日：７月９日 ＊奇数月実施
13：30～16：00 はつらつ館中会議室

編物に限らず、手芸何でも楽しめる同好会に
なりました。和気あいあいと楽しいですよ！
上映予定：ドリス・デイ（歌手・女優）追悼
『知りすぎていた男』 当日自由参加

６月より 第１月曜 13：00～15：00
ラポックスホールＪＲ南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階

７月はオープン競技(個人戦・ペア戦)開催
＊毎月第１月曜日お待ちしています！

７月１３日(土) 9～12 時・定例会
７月２７日(土)１３～１６・定例会

健康マージャンをたのしんでいます。
＊７月２０日(土)１３～１６時は女子会です。

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

定例会：７月１６日(火) １３時～１6 時 希望者は１９時迄延長可能(追加料金なし)
場所：ｶﾗｵｹ「パティオ」（打出町 3-30） 初めての方も大丈夫！ 会員なら誰でもＯＫ。
＊部屋№４・５・９号室 参加費：600 円 現地受付で「ひばりクラブ」とお伝えください。
その日のメンバーで対戦します。初めての方も
７月は１１日・２５日(木) 9：30～12：00
駒の動かし方からお教えします。チャレンジし
はつらつ館２階中会議室 ＊見学自由
てみませんか？
第１土曜 14 時～ はつらつ館大会議室 音楽に興味ある方、見学に来てください。
第３火曜 10～12 時 （市内別会場）
問合せ：（入部まで）

手芸同好会

将棋同好会
アンサンブル
同好会♪ど～れ♪

ウクレレ同好会
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ
クラブ「たびとも」
コーラス同好会
うたクラブ「エチュード」

毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
はつらつ館 （作業室１又は２）

ベテランから初心者まで楽しく歌って♪演奏し
て楽しんでいます！～ギターもＯＫ見学自由

毎月第２水曜日 13：30～15：30
はつらつ館２階 作業室

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。
音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！

・・・・・メンバーの日程調整と会議室確保が難しく、休会させていただきます。・・・・・
毎月第２・４月曜日 13：30～15：30
場所：はつらつ館２階 中会議室

７月は８日・２２日です。発声練習から始まり、
愛唱歌等いろいろ歌っています。 見学ＯＫ！

７月８日(月) はつらつ館２階・作業室
今年度立ち上がったばかりの同好会です。
７月１４日(日)は●池田泉州銀行芦屋 トランプを使ったカードゲームです。 認知症
（ＡＳＣＢ） 研究会
両日共 13：00～
支店２階会議室 予防にもなります。一緒にはじめませんか！
＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべて会員自身の自己責任において行われるものです。（シルバー保
険の対象外です。）
＊同好会は、3 名の世話人が集まれば立ち上げ可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。
＊土曜日のはつらつ館への出入りは、西側駐車場側のドアになります。（正面玄関は閉鎖しています。）

コントラクトブリッジ
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当センターが紹介されました
当センターのシステム契約先である、ＮＲＩ社会情報システ
ム株式会社の顧客セミナーが６月２１日東京丸の内で開催
され、全国のセンターから２００名の参加がありました。今回
は「地域課題解決でシルバー人材センターが存在感を発揮
するには」と題された中で、地域貢献事業を展開し事業実績
を伸ばしている、就業プラスαの充実した活動が活発である
等として芦屋市ＳＣが取り上げられ、紹介されました。

前期会員研修バスツアー、雨のお伊勢さん
６月７日前期会員研修バスツアーを開催。総勢８３名で 伊勢神宮、鳥羽
に行ってきました。大雨ではありましたが、 しっとりとしたお伊勢さん、また、
人の少ないおかげ横丁もまた良かったのではないでしょうか。
松川英子会員（1404）が短歌を作って下さいましたので、掲載させていた
だきます！

参道は 滝の雨にて 打たれども 五十鈴の川は 澄みて流るる
片袖に 清めの雨が沁みとおる 鳥羽の湯ぶねに安らぎて生きる

「はつらつキッチン交流会に参加して」

会員番号 750 酒井 淳

６月２１日に開催された「はつらつキッチン交流会」に参加しまし
た。今回は卵の料理。（１）鶏ひき肉のあんかけオムレツ （２）トロトロ
オムライス （３）ふんわり、しっとり、スフレ風オムレツ （４）デザートと
してトマトのパンナコッタ。４種類の料理を２時間の時間内に仕上げる
にはレシピを読みながら、また、世話係の野口さんのアドバイスを受
けながら全員真剣に料理に取り組み１１：３０の試食時にはお腹も空
いて、私は料理を完食しました。
７０歳過ぎて、もしも連れ合いに先立たれ１人になったら非常に困
ると思い、料理ができるように参加しています。レシピを持ち帰り、我が家で買い物からはじめて料理を作っ
て家内、息子、娘に喜ばれる事が何回もあります。これからもはつらつキッチン交流会には、万難を排して
参加したいと思っています。企画、進行される野口さん他、関係される方々に感謝申し上げます。

小町カフェからのお知らせ～小町サロン～
【数楽】～数のおもしろさを楽しく話そう～ ７月２日（火） 10：00～11：30 コーヒー代３００円
【お茶会】 ７月１０日（水） 10：00～11：30 ケーキ・飲物代 ５００円
【小町カフェの井戸端会議】～昭和を語ろう～ ７月１８日（木）10：00～11：30 コーヒー代３００円
【小町句会】 ７月２５日（木）10：00～11：30 コーヒー代 ３００円
【ジャズを楽しむ会】 ７月２７日（土）13：30～15：00 コーヒー代 ３００円
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

カフェの営業時間：月～土曜日の９：００～１７：００
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【小町カフェギャラリー】

ミニ・オリーブ展（絵画展）開催

開催日：７月２２日～８月３日
＊小町カフェ内の壁面を作品等の展示場所として使用できます。
月～土の６日間、会員は５００円一般は１０００円で使用可能です。
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オープンカフェ！
7/20はつらつ館前の
駐輪場で開店します！
（雨天中止）
７月は２０日です。雨
が降らなければ良いの

お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
8/1 頃～
（自転車か単車必要）

週４日
8：00～12：00
火・金
8：00～10：00
水・金
10：00～11：30
ｏｒ13：00～14：30
土・日
8：00～10：00
水・土・日
16：10～20：10
週２～３日
8：00～12：00
週 4 日（土日含）
8：30～13：00
月・木
7：00～9：00
月・水・日
18：10～20：10
要相談
18：00～22：00

曜日相談
6：00～10：00

人数

月 2 回 水か金
14：00～16：00
週２回
16：00～18：00

１名
１名

１名
１名
１名
１名
１名

事務所入り口横に、「お仕事紹介コーナー」を設置
し、お仕事の速報を掲示しています。
いつでもご来局下さい！

事務所お仕事紹介コーナーに
なんでも相談箱を設置しています

１名

月一回事業運営部会で開封します。
就業以外のことでもＯＫです。

1名

新入会員です！よろしくお願いします

２名
１名
１名
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました

１名

曜日相談
8：00～12：00
12：00～16：00

月・水・金
7：00～10：00
月・水・木
8：30～11：00
火・土
8：00～9：00
曜日相談
11：00～13：00
18：00～22：00
火・木・土
9：00～12：00
週１回
１時間
週４日程(土日祝有)
9：00～16：00
火
午前３時間
第１・３木曜
8：00～10：00
水か木曜日
時間相談
週１回（曜日相談）
午前２時間
週１回（曜日相談）
時間相談
土曜日
9：00～11：00

１名
１名
1名
1名
1名
１名

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
７月１０日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
７月１８日（木）
●はつらつ館
７月３１日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

１名
１名

(阪急以南・臨港線以北)

１名

はつらつ野菜市

１名

６月２６日
７月３１日
８月２８日
９月２５日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

１名

衣類のお直し、りフォーム、仕立て

１名

１名
１名
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着物や服地などお洋服にお仕立て致します。
衣類のお直し、繕い、なんでもご相談下さい。
日時：７/８・２２（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

