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会 員 数 

１０４０名 

（男600名･女440名） 

（２月末現在） 

会員対象 各種講座等のおしらせ

福祉・家事援助サービス講習会 無 料
家事サービス就業者の全体会です。就業会員は必ず参加できるように調整ください。両日参加が無理でも、どちら

か１日は参加できるようにしてください。また、就業会員以外の方も興味がある方は是非ご参加ください。 

●３/１９（木）  今後もますます需要が増加していく家事援助サービスについての意見交換会 

●３/２０（金）  整理収納アドバイザーによる 「生前整理について」の講演会 該当者には詳細を別途送付します

●時間：１３：３０～１５：３０  ●場所： はつらつ館２階大会議室         ので必ず出欠の返事をお願いします。

刃物研ぎ班研修会 無 料
刃物研ぎは現在市内３ヶ所で開催し好評を得、今後市内各所での開催を計画し

ております。そこで、刃物研ぎに興味のある会員向けの研修会を開催します。現在

女性会員で初めて研がれた方も練習を重ねられ、月１回ですが頑張っておられま

す。刃物研ぎ班では、研ぎ方や仕事の流れをお教えし、共に業務に携わっていた

だける方を求めています。           ＊ご自分の包丁をご持参ください！

●日時 ： ３月１８日（水） １３：３０～ ●場所 ： 作業室１ 

●定員 ： １５名  ●締切 ： ３月１３日（お電話でお申し込みください）

和布を使った★コサージュ《春の講座》 
“簡単手芸”講座をご案内します。物作り大好きなメンバーが、編み物、布小物、アクセサリーなどの作品作りをご指

導します。指先を動かすことが、若返りの秘訣と感じています。どなたでもご参加ください。 

●日時 ３月３１日（火） 13：30～15：30  ●場所 はつらつ館 2階中会議室  ●定員１０名（先着順） 

●持ち物 裁縫道具・布用はさみ・ものさし●締め切り ３月１３日（金）●参加費 ８００円（材料費含む・当日ご持参下さい） 

●申し込み 用紙に記入 又は、お電話で。             連絡先 ハンドメイド花こもの （佐々木       ）

手軽に作ろう！ 第３回『おやじクッキング』男性会員の参加募集！ 
 女性会員が講師となり男性会員対象に実施します。包丁を持ったことのない方でもご心配なく！  

 ●日時：３月２０日（金） ９：３０～   ●場所：市民センター ２１４室 ●対象：シルバー人材センター 男性会員 

 ●定員：各２０名  ●参加費：1回８００円 ＊申し込みは事務局に参加費納入をもって受付済み 

  メニュー    煮込みハンバーグほか                                  はつらつキッチン班

会員のための健康体操講座 
●３/４（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

“知っておこう！成年後見制度” 
～ビデオ視聴／解説とグループ活動～ 

●日 時 ： ３月１６日（月） １３：３０～１５：００

●場 所 ： 大会議室  無 料

成年後見制度推進グループ

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①初めてのWindows8.1 ／1・8・15・22(水) 

②デジタル写真の楽しみ方 ／3・10・17・24(金) 

③ワード基礎 ／6・13・20・27(月) 

④パソコン入門 ／7・14・21・28(火)    各講座１０名募集

 ●時  間： ①②④10:00～12:00 ③13:30～15:30 

 ●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月6・13・20・27(月) 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

事務局電話番号は３２-1414（番号をお間違えなく！）



２ 月 活 動 実 績
10  入会説明会 

16  尼崎市ＳＣ訪問（白井・太田） 

17  新入会員オリエンテーション 

 第１０回安全パトロール 

 有料職業紹介責任者講習会（北田常務） 

 橋本市ＳＣ来訪 

18  第６回企画委員会 

 隣接地ＳＣ理事長連絡会議（理事長・常務） 

19  第５回適正就業推進委員会 

 認知症サポーター養成講座 

20  第５回安全委員会 

 第２回総務部会 

 大府市ＳＣ来訪 

22  エイジレス（業務システム）職員全体研修 

23  第１２回広報委員会 

24  第１１回地域支援委員会 

25  子育て支援者研修会（白井・太田） 

 芦屋さくら祭り出店者説明会 

26  第６回理事会 

 第９回事業運営部会 

 阪神ブロック職員研修（大沼） 

27  筑紫野市ＳＣ来訪 

理 事 会 
●第６回 （２月２６日） 

・「事務局嘱託職員の就業等に係る取扱要綱」の 

一部改正について 

・適正就業基準の一部改正について 

・平成26年度収支補正予算（第３号）について 

事業運営部会 
●第９回 （２月２６日） 

・先進ＳＣ視察について（総括） 

・平成２７年度事業計画について 

・シルバー派遣事業について 

総務部会 
●第２回 （２月２０日） 

・規程の改正について 

安全委員会 
●第５回 （２月２０日） 

・第３９号安全委員会だよりについて 

専門委員会 
●第６回 企画委員会（２月１８日） 

・「女性の集い」の報告と今後について 

・屋内清掃の発注者満足度アンケート調査について 

・会員増強月間の取り組みについて 

・平成２７年度事業計画について 

●第５回 適正就業推進委員会（２月１９日） 

・未就業者アンケート調査結果について 

・平成２７年度事業計画について 

●第１２回 広報委員会（２月２３日） 

・平成２７年度事業計画について 

・「はつらつ芦屋」２０号について 

●第１１回 地域支援委員会（２月２４日） 

・保育所ボランティアについて 

・第２回認知症サポーター養成講座について 

・福祉・家事援助サービス講習会について 

・平成２７年度事業計画について 

会員活動委員会・委員募集！ 
就業以外の会員活動を推進します。お仕事 

だけでなく楽しむことも一緒に考えませんか？ 

バスツアーやボランティアの企画を始め、同好会の

設立の応援もします。 

遊ぶこと、楽しむことが好きなかた是非仲間入りを！ 

視察来訪報告 
１月の２センターからの来訪に続き、２月にも３つの

来訪がありました。（１７日和歌山県・橋本市、２０日愛

知県・大府市、２７日福岡県・筑紫野市） 

はつらつ芦屋２０号の原稿募集 
 「はつらつ芦屋」創刊から１０年、次号で２０号を迎え

ます。今回は「芦屋のお気に入りの場所」というテーマ

で投稿募集いたします。別紙原稿用紙を同封してい

ますので、記載の上事務局までご持参ください 

 文字数は３００字まで、締切は４月末です。 

 あなたのお気に入りの場所、教えてください！ 

～～事故ゼロ運動～～
 今期間は事故ゼロ！この調子で、みなさん気を付け

てお仕事してくださいね！  

無事故達成日数

    傷害事故   ６７日 

     賠償事故   ４３日 （３月２日現在）

☆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

２名 
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会員募集特別月間 
会員一人が一人を勧誘！ご夫婦、お友達にセンターを紹介してください。 

３月１０日（火）１３：３０～の入会説明会に出席していただき、その方が  

入会されたら、紹介会員にお米を進呈します。仕事の依頼に対応するた

めにも、会員増強にご協力ください。

営繕班（仮称）メンバー募集！ 
 簡単な大工仕事や修理など、楽しくてやめられない営繕班の仕事。工夫して考える

楽しみ、計画する楽しみ、作業する楽しみ・・・。経験者あるいは、やってみたいなと 

思われる方を募ります。まずは事務局にご連絡下さい！ 

●日時：３月１１日（水）１３：３０～  ●場所：中会議室     （担当：太田） 

同

好

会

知的財産研究同好会～“こんなのがあれば”～ “これは便利”
 ３月８日 第１回 例会 （毎月 第２日曜日） １３：３０～１５：００  見学自由

場  所 ： 池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室   世話人 有光 正麿 （        ） 

ゴルフ同好会（ＡＳＧ）からのお知らせ 
今年度初の第３２回大会を開催します、多数の参加をお待ちしています。 

場 所  有馬富士カンツリークラブ スタート ８時４９分 

費 用  参加費 １，０００円 プレイフィ ８，７５０（昼食付） ７０歳以上 １，０００円引 

  参加申込は３月３１日締切、右記幹事までご連絡下さい。   向井（      ） 木瀬（      ） 

＝映画を観て語り合う「ビデオ散歩倶楽部」同好会＝ 
今回は、アルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンス映画「裏窓」を鑑賞します。名優のジェームズ・ステュアー

トとグレース・ケリーが共演しています。例の如く、ヒッチコック監督がどの場面に登場しているのかを見つけるの

も、ファンの楽しみの一つです。ぜひご一緒に楽しみましょう。 

● 日時：３月１０日（火）１３：３０～１６：００ ● 場所：はつらつ館２階「中会議室」

● 上映作品：「裏窓」１９５４年 アメリカ映画（１１２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。

※ 新年度からは、日程が変わります。当日ご報告致します。

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！ 

編み物同好会 
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：３/１７（火）毎月第３火曜9：30～12：00

●場所：はつらつ館 作業室２

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！

ダーツ同好会（ＡＳＤＣ～Ａｓｈｉｙａ Ｓｉｌｖｅｒ Ｄａｒｔ Ｃｌｕｂ）
●定例会 ： ３月１３日（金）１４：００～１５：１５ 

●場 所 ： はつらつ館 作業室１ 

●実 技 ： ３月１３日（金）１６：００～１７：３０ 

●場 所 ： 「ローハイド」 参加費１０００円 

＊15：20に 作業室１に集合してください

「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： ３月８日(日) 10:00～11:30(毎月第２日曜日)

●テーマ：①「事務局だより」を読んで②フリートーク 

●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」
同好会設立から半年、第一回「クラブ大会」を開催し

ます（好評のため２０名の申し込みは締め切りました） 

第１回クラブ大会  ３月１４日（土）（締切済み）   

 例 会    ３月２８日（土）

時間・場所 ： 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
初心者の方、大歓迎！みんなで楽しく絵を描きましょ

う。仲間募集中！  

●３月の定例会：１２日・２６日（木）13：00～16：00 

●場所：はつらつ館２階 中会議室  

お知らせ ３月４～２４日浜町のエルホームにて作品

展を開催します。皆様見に来てね！

紹介して下さった会員に

『やぶ米１㎏』を進呈！
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市民公開 各種講座等のおしらせ

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：３月１２・２６日（木）、４月９・２３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）③２０００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：３月３・１７日（火）、４月７・２１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 

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  
※途中受講も可能です。 事前電話予約が必要です。

ワンコイン・一日英語クラス 
３月２８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「ブラック レイン」 

●教材費 ： ５００円 （電話申込みの上、当日持参）

『健康表現体操』 ２７年度第１期受講者募集！
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。 

 ●４/９・２３、５/１４・２８、６/１１・２５（木）＝第２・４木曜＝

 ●時 間：１０：００～１１：３０  ●場 所：はつらつ館 大会議室 

 ●受講料：３，０００円(３ヶ月６回コース)   ＊市内在住の６０歳以上の方対象

 ●講 師：全日本健康音楽研究会指導員 ●定員：２０名 

『健康コミュニケーション麻雀』 未経験者に限る

パイを触ることで手を使い、考えることで脳を使い、コミュニケーションを図ります。 

 ●４/８・２２、５/１３・２７、６/１０・２４（水）＝第２・４水曜＝ ●時 間：１３：３０～１５：００ ●定員：２４名 

 ●場 所：はつらつ館 大会議室 ●受講料：４，０００円(４ヶ月８回コース)   ＊市内在住の６０歳以上の方対象

や さ し い 「傾 聴 講 座」
人の話に耳を傾けることを身につけることにより、周りの人たちとのコミュニケーションがうまく取れるようになれます。 

 ●４/１・１５、５/２０、６/３・１７、７/１（水）＝原則第１・３水曜＝ ●時 間：１０：００～１２：００ ●定員：２０名 

 ●場 所：はつらつ館 大会議室 ●受講料：３，０００円(３ヶ月６回コース)  ＊受講者の年齢は問いません！

衣類のお直し、 

りフォームいたします!! 
日時：３/９・３/２３（月） 

９：００～１２：００

＊原則は毎月第２・第４月曜 

保育所ボランティア、 

ご参加ありがとうございました！
 １月から２月にかけて、市内６か所の保育所でボランティ

アを実施、延べ５２名が参加。おもちゃ協力隊が一所懸命

につくった手作りおもちゃは、今年も子ども達に大好評、

楽しいひと時となりました。来年も是非ご参加を！ 

多くの会員に出席していただきたく、早めにお

知らせしますので、ご都合を調整していただきま

すようお願いします 

平成2７年度 年会費受付 

及び 退会手続きについて 
領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を必ずご確

認ください。おつりの無いようにしていただければ  

助かります。 

平成２７年度に会員継続の意思の無い方は、３月末 

までに必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。 

手続きのない場合は、新年度会費が必要になります。 

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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役職員先進シルバー視察研修報告 
理事 ： 中塚 好子 

この度、当センター女性会員の就業機会の拡大と

増強などをテーマに、２か所のセンターへ視察研修

に初参加させていただきました。 

まず、四日市市シルバー人材センター。平成１２年

から介護保険事業をスタートされ、介護福祉士と介護

ヘルパー４５名の方が 在宅利用者７０名の訪問看護

をされていました。今後、介護保険制度の見直しでま

すます期待されるのではないかと話されていました。 

子育て支援“ピッコロ”では 生後４か月の乳幼児か

ら小学校低学年までのお子さんの預かり事業を、午

前８時から午後６時迄、年中無休で対応されていまし

た。 

女性部は平成２０年に発足。就業だけでなく、地域

貢献のためにボランティア活動として地域のフェスタ

に参加され、１年がかりで準備した、ホウ酸団子、紙

パックの椅子等を販売し、売上金全額を四日市市社

会福祉協議会に寄付されていました。 

その他には、介護施設でのボランティア 市民参加

の料理教室を開催して地域貢献と会員増強にもつな

げておられました。 

また、事務所前の駐車場に “シルバー生活１１０番”

と書かれたライトバンがあり、いつでも対応ができるよ

うに道具一式を積み込みして、生活支援事業を展開

されていました。 

 次に、桑名市シルバー人材センター。近隣の小学

校（２校）の１年生から４年生の児童の学童保育所『学

童シルバーなかよし』を事務所のすぐ近くの別棟で運

営しておられます。  

月～金 放課後から１８時３０分迄 土曜や夏休み等

の長期休暇中も８時３０～１８時半迄を、元教師経験

者２名他就業会員７名で対応され、地域に密着した仕

事をされています。 

女性部会「花菖蒲の会」は、月２回の集まりで手芸品

や小物づくりをされて 地域のフェスタ、農業祭等に

参加、販売活動しておられます。また、１枚の紙で折

りつづける「桑名の折りヅル」を地域の子供たちに伝

承されています。 

両シルバー人材センターとも、互助会もあり、地域班

体制が確立されており、会員の情報収集や意見交換、

地域のボランティア活動の実施もそれぞれのブロック

地域班が自主的に運営され、就業開拓や普及活動に

も活躍されていました。 

今回 視察させていただいて やはり女性のパワー

は、もっと就業拡大、会員増強になると確信しました。 

ボランティアについても、もっと地域に密着した方法

で計画することで、就業の拡大になるのではと今後の

課題にしたいと思います。  

屋内清掃発注者／満足度調査の報告 

１００社に送付し、約半数から回答があり、次のような

お言葉がありました。 

●３名の方に来ていただいていますが、満足です、

できるだけお力添えを希望します。 

●人によって、清掃の箇所や出来栄えが異なって

いることがある。すべてマニュアルにして欲しい

訳ではないが一定の基準となるものがあれば良

いかと思う。 

●マニュアル通りの作業でなく、客観的工夫を取り

入れて頂く方が良いと思います。 

●現在の会員の方には、大変ご協力いただき感

謝しております。 

●皆さん丁寧にお掃除して頂き助かっておりま

す。 

全体的な集計値として、満足度は８５.３％でした。 

今後も更なるサービス及び資質向上を目指し、地域

に頼られるセンターになりましょう！   企画委員会
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お 仕 事 の 紹 介
場所 業務 時間等 募集人数 

月・水・土 

8：30～11：30 
1名

水 

16：00～20：30 
１名 

月・水・金 

7：45～10：15 
１名 

日～土(ﾛｰﾃｰｼｮﾝ) 

7：00～10：00 
１名 

週３日程度 

17：30～20：30 
１名 

土 

8：00～12：00 
１名 

週３～４日 
7：０0～12：00

各１名 

週３～４日 
7：０0～12：00

各１名 

火・水・金・土 

10：00～14：00 
１名 

火・水・金・土 

14：00～18：00 
１名 

火・水・金・土 

15：30～19：30 
１名 

週３～４日 

8：30～13：00 
１名 

週３～４日 

8：30～13：00 
１名 

  繁忙日のみ １名 

木12～16：00 

水・金8～12：00 
１名 

週１回 

午前２時間 
１名 

週１回 

１～２時間 
１名 

週１～２回 

２～３時間 
１名 

月２回木曜日 

午前２時間 
１名 

＊詳細については、事務所掲示板に掲示しています。

入会希望者説明会の日程

３月１０日（火） 

４月１４日（火） 

配分金の支払日

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月はゴールデンウィークがあるため。 

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

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。 

３月２５日 ４月２２日 ５月２７日 

毎週木曜日 

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！

刃物研ぎやってますよ！
 切れない包丁をお持ちの皆様。刃物研ぎ班がお待

ちしています。驚くほど切れ味が変わりますよ！ 

●第１木曜：西芦屋ポケットパーク（西芦屋町５交差点付近）

●第３木曜：翠ケ丘ポケットパーク（翠ケ丘町６交差点付近）

●最終水曜：センター西側(野菜市と同時開催)  

    ★受付は１０時～１２時まで 

成年後見制度相談窓口無料・会員対象 
これからが不安・・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 

＊障がいのある子供の将来を考えると・・・等です。 

日時：３月１７日（火）午前１０：００～１２：００ 

場所：はつらつ館 １階 作業室１ 

成年後見推進グループ

「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（担当：佐々木０８０－３３１６-７２１４）

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！)
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