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会 員 数 

１０２７名 

（男591名･女436名） 

（１２月末現在） 

  新年あけましておめでとうございます。会員の皆様には、お健やかに新春を  

お迎えのことと、心からお慶び申し上げます。 

 ２０１５年、阪神淡路大震災から２０年の節目の年明けとなります。震災経験の

ない人がふえていく中において、震災の教訓を語り継ぐことが重要になってきて

います。あの震災で学んだことの一つに、地域の人々の助け合いと協力の大切

さがあります。元気なシルバー世代は地域を支える大きなパワーです。 

当センターは２６年度も順調に実績が伸長しています。今年も会員、役員、 

職員が一丸となって、芦屋市という地域において福祉の担い手として一層活躍

できるよう、頑張りましょう。 

芦屋市阪神・淡路大震災20周年事業 

「1.18 あしや防災ひろば」
芦屋市・芦屋市教育委員会主催で、阪神・淡路大震災２０周年事業の一環として、平成２７年１月１８日に防災

について遊びながら学べるイベント『１.１８あしや防災ひろば』が開催されます。当センターも石巻市の物品販

売やシルバー野菜販売などで応援します。是非ご来場ください。 

●日時：平成２７年１月１８日（日）１０：００～１６：００ ●場所：芦屋市民センター本館、ルナホール、西側道路 

●内容： 本館   資料展示・ミニ講演・ワークショップ・こどものひろば ｅｔｃ. 

   ルナホール  朗読劇・防災セミナー（「釜石の奇跡」で有名な片田教授が芦屋へ！） 

   西側道路  石巻市物産販売・シルバー野菜販売・緊急車両展示・防災訓練（炊き出し等）ｅｔｃ. 

あの大震災から２０年･･･。みんなで参加しませんか？ 
※雨天決行。ただし、神戸市、芦屋市、西宮市に特別警報や  

暴風警報、大雨警報、大雪警報が発令された場合は中止。 

※当日開催の有無は、ラジオ関西（午前 5：59 及び午前 7：59）、 

電話案内（0180-991-546）でお知らせ有。 

※１月１７日は、人と防災未来センター無料開館。 

参加申込書は事務所にあります！ 

女性が元気＝地域が元気！ 

第１回「女性の集い」にご参加下さい！
 女性会員の皆さん！このたび女性会員拡大推進会の企画により、初めて「女性の集い」

を下記のとおり開催します。全女性会員がメンバーです。積極的にご参加下さい。 

シルバー女性会員のパワーで、芦屋を元気にしましょう！ 

 ●日時：平成２７年１月２４日(土) １３：００～１５：３０（１２：３０受付開始） 

 ●場所：芦屋市民センター多目的ホール●会費：３００円（当日ご持参下さい） 

 ●内容：活動の紹介・ミニコンサート・昔懐かしお手玉あそび・茶話会 

お申込みは事務局まで 
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１２ 月 活 動 実 績
4  兵シ協役員研修（理事長・役員４名） 

 阪神ブロック役職員研修(常務・永井理事・羽渕主査)

8  第１０回広報委員会 

9  入会説明会 

10  第５回企画委員会 

13  阪神ブロック職員研修（常務・白井・羽渕） 

15  第１１回広報委員会 

16  新入会員オリエンテーション 

 第９回地域支援委員会 

17  ＡＥＤ研修 

18  第４回適正就業推進委員会 

19  有料職業紹介責任者講習会(大沼) 

22  第１回総務部会 

25  第５回理事会 

 第７回事業運営部会 

26  事務局会議 

理 事 会 
●第５回 （１２月２５日） 

・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 

事務局職員給与規程の 一部改正について 

事業運営部会 
●第７回 （１２月２５日） 

・会員拡大と女性会員比率の向上について 

総務部会 
●第１回 （１２月２２日） 

・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 

事務局職員給与規程の 一部改正について 

専門委員会 
●第１０・１１回 広報委員会（１２月８・１５日） 

・はつらつ芦屋１９号について 

●第５回 企画委員会（１２月１０日） 

・屋内清掃発注者満足度調査 

・女性の集いについて 

・会員の拡大について 

・次年度事業計画について 

●第９回 地域支援委員会（１２月１６日） 

・今年度前半を振り返って 

・第２回認知症サポーター養成講座について 

●第４回 適正就業推進委員会（１２月１８日） 

・適正就業基準第３条の運用と周知について 

・適正就業基準の見直しについて 

ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を設置しました 
 このたび、はつらつ館に、 ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）を設置しました。 

 ＡＥＤとは、心臓が心室細動を起こした際、機器が

自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショック

（除細動）を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療

機器のことです。１２月１７日、職員が心肺蘇生法と使

用手順の研修を受けました。 

～～事故ゼロ運動～～
 県下で１位、６８０日まで伸ばした記録がとうとう終っ

てしまいました。１２月２４日、就業途上の骨折事故が

１件発生。就業中に限らず、いつの時でも注意！くれ

ぐれも気をつけましょう！  

無事故達成日数

    傷害事故   １１日 

     賠償事故  １１０日 （１月５日現在）

地域班世話人の交代
 ●浜地域（西蔵町） 秋山初枝 ⇒ 田村美津子 

 ●海浜地域（潮見町） 貴志之保 ⇒ 富久鉄男 

☆平成２６年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

家を出る その時はじまる今日の無事

☆兵シ協安全就業スローガン

気を抜くな 慣れと過信は 事故のもと

☆全国シルバー人材センター安全スローガン 

安全は 一声かける ゆとりから

事
務
所
奥
の
自
動
販
売
機
横
に

設
置
し
て
い
ま
す
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市民公開 各種講座等のおしらせ
Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画

らくらくイングリッシュ
●日時：1/10・17、2/7・21、3/7・14（土）10：00～12：00

●受講料：１回５００円＋初回のみ教材費２００円 

●場  所 ： はつらつ館 大会議室  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ワンコイン・一日英語クラス 
１月３１日（土）

第１部 10:00～12：00 クロスワード・会話・ポピュラーソング

第２部13：00～15：00英語ｄｅ映画「ミスダウト」 

●教材費 ： ５００円 （電話申込みの上、当日持参）

『健康表現体操』 受講者募集！
 なじみのある歌を歌いながら身体を動かすクラスです。関

節を柔らかくし、内臓の機能を高め、転倒防止や認知症防止

にも役立ちます。＊市内在住の６０歳以上の方対象

１/８・２２、２/１２・２６、３/１２・２６（木）
  ●時 間：10：00～11：30  ●場 所：はつらつ館 

  ●受講料：３，０００円(３ヶ月６回コース) 

  ●講 師： 

全日本健康音楽研究会指導員 

  ●定 員：２０名(先着順) 

    ～～残り枠・５名～～

着付け教室生徒募集！
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：１月８・２２日（木）、２月１２・２６日（木） 

●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）③１５００円 

午前の部 １０時～１２時   午後の部 １３時～１５時 

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！

書 道 教 室 
●日 程：１月６・２０日（火）、２月３・１７日（火）

●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０２ 

小学生 １６:００～１７:００      

●受講料： 会員２５００円・ 一般３０００円 

   小学生２５００円 ＊教材費５００円含む 

「たのしい放課後教室」ご案内
●対 象 ： 小学４年生～中学３年生       ●教 科 ：算数・英語・数学   ●曜 日：火曜・木曜 

●時 間 ： 小学生・・・１６：３０～１８：００   ●費 用 ： 週２回コース・・月６,０００円（兄弟割引あり）  

      中学生・・・１８：０５～１９：３５      週１回コース・・月４,０００円

会員対象 各種講座等のおしらせ

成年後見無料相談窓口会員対象 

日時：１月２０日（火）午前１０：００～１２：００ 

場所：はつらつ館 １階 作業室１ 

“転ばぬ先の杖”こんな時にご相談下さい 
＊一人暮らしで子供もいない、これからが不安・・・ 

＊親に認知症の症状が出始めた 

＊障害のある子供の将来を考えると・・・ 等です。 

●秘密は厳守いたします。      成年後見推進グループ

お話を聴かせて頂くグループ 

「はつらつコール」からのお知らせ！！ 
誰にも言えない事、愚痴りたい事、心につまった思い、

楽しかった事、「誰か聞いて～」の叫びなど、お話しし

て「ほっ」とされませんか。秘密は厳守いたします。 

●日 時：毎月第１・２・４金曜（平成２７年３月まで） 

１３:３０～１４:３０・１４:３０～１５:３０ お一人１時間 

●傾聴者：傾聴グループ「はつらつコール」内有資格者

●料金：１回のみ無料 ●受付：担当までお電話下さい！

   （担当：佐々木０８０－３３１６-７２１４） 

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①パソコン入門 /2・9・16・23(月) 

②初めてのWindows8.1 ／2・9・16・23(月) 

③パソコンで確定申告 ／3・10・17・24(火) 

④ワード応用 ／6・13・20・27(金)      各講座１０名募集

 ●時  間： ①③④10:00～12:00 ②13:30～15:30 

 ●受講料： ①～④4回2,500円（教材費別） 

個人教室（完全マンツーマン方式・パソコン持参可） 

●日 時 ： 4・18・25(水)10:00～12:00

●受講料：各日2時間 各2,500円 各日 5名 

場所：シルバー人材センター はつらつ館 

申込：全講座来局申込時、費用支払をもって受付済

会員のための健康体操講座 
 ●1/７(水)・21（水）、２/４（水）・１８（水）  ●時間： １４：００～１５：３０  ●場所： はつらつ館２階 大会議室 

 ●講師： 三谷千尋会員   ●費用： ３００円/１回 （当日持参）   ●持ち物等： バスタオル・飲みもの

１日５００円！全部出ても良し、一部だけでも良し、です！
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同

好

会

ゴルフ同好会（ＡＳＧ）からのお知らせ 
 ２月中頃に今年度前期の企画会議を開催予定です。詳細は２月事務局だよりで。メンバーの出席をお願いい

たします。 尚、連絡は向井（    ） 木瀬（    ）まで 

＝映画を観て語り合う「ビデオ散歩倶楽部」同好会＝ 
 今回は、国民的名優高倉健の追悼として、「ホタル」を鑑賞します。東映が創立５０周年に際して総力

を挙げた記念作品です。第２５回日本アカデミー賞で、高倉健は自らノミネートされた主演男優賞を『後

輩の俳優に道を譲りたい』として、辞退した作品でもあります。そして、「ホタル」とは何の化身なので

しょうか。是非ご覧下さい。

● 日  時：１月１３日（火）１３：３０～１６：００

● 場  所：はつらつ館２階「中会議室」

● 上映作品：「ホタル」２００１年東映�株�作品（１１４分）
※一般会員の鑑賞自由です。参加費なし、当日受付簿に氏名を記入して下さい。

※上映後に場所を変え「お茶会」を行ないますので、そちらもご参加下さい。

囲 碁 同 好 会 

毎週水曜９：３０から、 

はつらつ館２F作業室２で 

活動中！ 

ダーツ同好会  
（ＡＳＤＣ～Ａｓｈｉｙａ Ｓｉｌｖｅｒ Ｄａｒｔ Ｃｌｕｂ）

 会議のみ行います。（実技はなし） 

●日時 ： １月９日（金）１４：００～１５：３０ 

●場所 ： はつらつ館１階 作業室

写真同好会 

「デジイチ会」

毎月第１水曜・午後 

集まっています！見学OK！

編み物同好会 

毎月第３火曜の９時３０分～１２時、和気あいあいと楽し

く作品作りをしています。指を使って脳トレしましょう！ 

  ●日時：１月２０日（火）  

  ●場所：はつらつ館 作業室２

「はつらつサロン～ワイ・ガヤの会」
 日頃見聞きしたことやお知恵拝借など、「ワイワイ・ガ

ヤガヤ」の同好会です。会費なし、事前申込必要なし。

●日時： １月１１日(日) 10:00～11:30(毎月第２日曜日)

●テーマ： 「今年思うこと」 

●場所：池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室

麻雀同好会 「すずめクラブ」
 会員みんなで健康麻雀を楽しんでいます。新会員募

集、見学参加も大歓迎です。ぜひご参加下さい。 

１月例会 １０日（土）・２４日（土）９：００～ 

   「はつらつ館１階作業室」 

世話人 北條 時雄

絵画クラブＯＬＩＶＥ
毎月２回、１３時～１６時 絵を描いて楽しんでいます。

初心者の方も大歓迎！コーヒーブレイクもあって楽し

いクラブです。 

 ●１月の定例会：８日（木）・２２日（木） 

 ●場所：はつらつ館２階 中会議室 

衣類のお直し、 

りフォームいたします!! 
日時：１/１９・１/２６（月） 

９：００～１２：００

＊原則は毎月第２・第４月曜 

網戸・ふすま・障子、 

張替えます！ 
 当センターの技能班が引き取りから 

お届けまで責任をもってお受けします。

ご注文お待ちしております！ 

芦屋霊園内のお墓清掃 

引き受けます 
お墓清掃班（メルシーサービス）が、

忙しい貴方に代わって芦屋霊園内の

お墓清掃を承ります。 

お知り合いにも是非お声掛けください！ 

お申込みは３２-1414（番号をお間違えなく！） 
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はつらつ芦屋１９号同封してます 
 出来栄えはどうでしょうか？感想などを是非 

お聞かせ下さい。次号はいよいよ２０号！皆様

からのご投稿も募集中。趣味、旅行記、健康

法、俳句や川柳など何でも結構です！ 

(広報委員会)

お 仕 事 の 紹 介
場所 業務 時間等 募集人数 

週６日（月休み） 

8：00～15：00 

午前・午後 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ可 

各２名 

月・水・土 

8：30～11：30 
1名 

月・水・土 

6：00～8：00 
1名 

週３～４日(4Ｈ/日) 

8～20：00（相談） 
数名 

月・木 

6：30～8：30 
１名 

1日おき 

7：00～9：30 
１名 

週３日程度 

17：30～20：30 
１名 

土 

8：00～12：00 
１名 

火 

8：00～9：30 
１名 

月～金 

8：50～15：50 

(土は～11：50) 

数名 

火・木・土 

9:00～12：00 
１名 

週３～４日 
7：０0～12：00

各１名 

週３～４日 

8：30～13：00 
各１名 

  繁忙日のみ １名 

週３～４日 

12：０0～15：00 
１名 

週４日6：00～ 

20：00のうち４時間 
３名 

金 

午前中２時間 
１名 

毎日 

15：30～17：30 
2～3名 

新入会員です！よろしくお願いします

退会会員です。長い間ありがとうございました

入会希望者説明会の日程
１月１３日（火） 

２月１０日（火） 

３月１０日（火） 

平成２７年・配分金の支払日

１２月就業分 １月１６日（金） 

１月就業分 ２月１３日（金） 

２月就業分 ３月１３日（金） 

３月就業分 ４月１５日（水） 

４月就業分 ５月１８日（月） 

５月就業分 ６月１５日（月） 

６月就業分 ７月１５日（水） 

７月就業分 ８月１４日（金） 

８月就業分 ９月１５日（火） 

９月就業分 １０月１５日（木） 

１０月就業分 １１月１３日（金） 

１１月就業分 １２月１５日（火） 

＊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）。 

＊但し、１月と５月は１８日となります。 

はつらつ野菜市 
毎月最終水曜日、はつらつ館西側で開催中！ 

三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます。 

１月２８日 ２月２５日 ３月２５日 

新米・温石米販売中！ 
養父市の会員さんが丹精込めてつくられたブランド米

「温石米（おんじゃくまい）」を販売しています。 

毎週木曜日（１月は１５日から） 

西芦屋と翠ケ丘ポケットパークで 

シルバーやさい広場開催中！ 

今月のマナースローガン 

シルバーの仲間は はつらつ 笑顔で仕事する

（向井節子）

初就業 一期一会の気持ちをもって   （鈴木一生）

経験の無いお仕事でも、一度挑戦してみませんか？

電話３２―１４１４(お間違いのないように！)
左記以外に新しいお仕事の募集も随時あります。

事務所に掲示する予定ですので、お気軽にご来局 

下さい！
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配分金
シルバー人材センターから支払われる「配分金」は所得税法上「雑所得」として取り扱われます。次に該当するよう

な場合、その所得額によっては確定申告が必要となります。

１．配分金収入のみの場合

 年間配分金の合計額が１０３万円を

超える場合 

２．配分金収入の他に年金収入のある場合

（配分金－配分金に対する控除（６５万円））＋（公的年金等収入－公的年金等控除額

＊下記の表参照

６５歳未満の人(昭和２５年１月２日以後生

公的年金等の収入 公的年金等の控除額

１３０万円以下 ７０万円

１３０万円超 

４１０万円以下 

年金収入×０．２５

＋３７．５万円

４１０万円超 

７７０万円以下 

年金収入×０．１５

＋７８．５万円

７７０万円超 
年金収入×０．０５

＋１５５．５万円

配分金、公的年金以外の収入がある場合は、それぞれの所得について計算し、確定申告が必要かどうかを決めます。

また、平成２４年から「公的年金の額が年４００万以下で、かつ、年金以外の所得金額が年２０万円以下の場合は所得税の

確定申告が不要となっています。詳しくは、税務署にご相談ください。

平成２５年１２月から平成２６年１１月までの間に就業

した会員には、「配分金支払証明書」を後日郵送

す。確定申告にはこの証明書が必要です。

保育所ボランティア
 今年は清掃活動などは無く、遊びの交流をします

囲碁・お手玉遊び・まりつき等）の遊びを一緒にしてくれる

 １月１３日（火）新浜保育所  １月

 １月２８日（水）打出保育所   １月

 ●時 間：10：00～11：00（集合時間9：50

おもちゃ
子どもたちが喜ぶおもちゃを届けたいので、

活動日は、地域支援委員及び会員活動委員がお待ちしています

  ●日時：１月２０日（火） １３：３０～

配分金の確定申告について
シルバー人材センターから支払われる「配分金」は所得税法上「雑所得」として取り扱われます。次に該当するよう

な場合、その所得額によっては確定申告が必要となります。

２．配分金収入の他に年金収入のある場合

（配分金－配分金に対する控除（６５万円））＋（公的年金等収入－公的年金等控除額

＊下記の表参照）が基礎控除（３８万円）を超える場合

年１月２日以後生) ６５歳以上の人(昭和２５年１月１日以前生

公的年金等の控除額 公的年金等の収入 公的年金等の控除額

７０万円 ３３０万円以下 

年金収入×０．２５

＋３７．５万円

３３０万円超 

４１０万円以下 

年金収入×０．２５

年金収入×０．１５

＋７８．５万円

４１０万円超 

７７０万円以下 

年金収入×０．１５

年金収入×０．０５

＋１５５．５万円
７７０万円超 

年金収入×０．０５

配分金、公的年金以外の収入がある場合は、それぞれの所得について計算し、確定申告が必要かどうかを決めます。

また、平成２４年から「公的年金の額が年４００万以下で、かつ、年金以外の所得金額が年２０万円以下の場合は所得税の

確定申告が不要となっています。詳しくは、税務署にご相談ください。

平成２５年１２月から平成２６年１１月までの間に就業

「配分金支払証明書」を後日郵送しま

す。確定申告にはこの証明書が必要です。

平成２７年度に会員継続の意思の無い方は３月末日ま

でに必ず事務局までご連絡ください。

４月になりますと新年度会費が必要となります。

ボランティアにご参加を
遊びの交流をします。たくさんの参加お待ちしています。特に、

まりつき等）の遊びを一緒にしてくれる方、事務局太田まで連絡ください。

１４日（水）大東保育所   １月２６日（月）精道保育所

２９日（木） 緑保育所    ２月３日（火） 岩園保育所

50）   ●集合場所：各保育所の玄関前（＊黄色のジャンパー着用

おもちゃ作り協力隊員 追加募集！
子どもたちが喜ぶおもちゃを届けたいので、是非ご協力ください！ペットボトルで大きなコマを作ります。

活動日は、地域支援委員及び会員活動委員がお待ちしています。 

１３：３０～  ●場所：はつらつ館２階 中会議室 

シルバー人材センターから支払われる「配分金」は所得税法上「雑所得」として取り扱われます。次に該当するよう

（配分金－配分金に対する控除（６５万円））＋（公的年金等収入－公的年金等控除額

年１月１日以前生) 

公的年金等の控除額

１２０万円 

年金収入×０．２５

＋３７．５万円 

年金収入×０．１５

＋７８．５万円 

年金収入×０．０５

＋１５５．５万円 

配分金、公的年金以外の収入がある場合は、それぞれの所得について計算し、確定申告が必要かどうかを決めます。

また、平成２４年から「公的年金の額が年４００万以下で、かつ、年金以外の所得金額が年２０万円以下の場合は所得税の

平成２７年度に会員継続の意思の無い方は３月末日ま

でに必ず事務局までご連絡ください。

４月になりますと新年度会費が必要となります。

！
。たくさんの参加お待ちしています。特に、伝承遊び（将棋・  

事務局太田まで連絡ください。

精道保育所

岩園保育所

＊黄色のジャンパー着用） 

ペットボトルで大きなコマを作ります。


