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会 員 数 

1,024名 

（男597名･女427名） 

（７月末現在） 

 

芦屋市シルバー全会員を対象としています 

「健康・生活アンケート」に参加協力をお願いします! 
シルバー人材センターでの就業が、「生きがい」や「地域への参加」だけでなく、健康保持、すなわち「介護予

防効果」があることを数値として実証することを目的として、公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団が、シルバ

ー人材センターとの共同研究を提案し、全国のセンターと進めているプロジェクトです。 

介護予防事業に利用されている全国共通の「基本チェックリスト」を基に作成されたアンケートですので、会員

皆さんに実施することで、地域の一般高齢者と比較した「会員の元気度」や「働くことでの介護予防効果」などが

明らかにできるものです。行政をはじめ、地域社会にも、シルバー人材センターの重要性をアピールすることに

役立ちます。 
 

８月末までに、同封のアンケート在中の封筒で郵送（切手不要）もしくは、 

直接センター事務局(アンケート投函ボックス)にご提出ください。 
 

 

 

 

★大切なことですので、よくお読みください・・・ 

①名前は書く必要はありませんが、会員番号は必ずお書きください。 

会員番号は、お届けの封筒に貼っている、あなたの名前シールの右

下にある番号です。(会員№○○○○) 

②５１問あります。未回答のないよう全ての質問にお答えください。 

１問１答です。複数の○をつけないようにお願いします。 
 

 

会員増強！今月は「会員募集強化月間」！ 
●企画委員会及び理事・監事の役員会が、８月１７日(月)午前１０時頃、ＪＲ芦屋駅周辺で、会員募集のために  

リーフレット＆ポケットティッシュの街頭配布を実施します。 

●８月初めに、センター広報紙「しるば～たいむず」が、市内全戸配布されます！市内全域にセンター情報等 

が周知されますので、会員みなさんも、「一人がひとりを紹介」運動に参加して下さい。お友達が入会されたら

ご紹介して下さった会員に「やぶ米」をプレゼント！８月入会説明会は１１日（火）１３：３０からです 

 

シルバー人材センターへの支援を要望 
今年も７月２８日、理事長をはじめ役員が、さらなるシルバー事業への支援を求めて、市長と市議会議長を訪

問しました。高齢者の就業の支援だけでなく、地域への貢献活動もアピールして、公共の仕事の発注、活動場

所の拡大等も要望しました。 

   
要請文を直接手渡しました     畑中市議会議長にも要請     理事長の説明に聞き入る山中市長 

宛名ラベルの

ここです! 



７ 月 活 動 実 績 
8  第２回女性会員拡大推進会議 

  トライやるウィーク報告会（白井次長） 

10  第３回会員活動委員会 

  マイナンバー制度研修会（羽渕主査） 

14  入会説明会 

15  第３回安全パトロール 

17  第４回事業運営部会 

21  新入会員オリエンテーション 

  第４回アンケート検討会 

27  兵シ協監事研修会（石井・阿守監事） 

  第４回広報委員会 

28  市長・議長への要請行動（役員） 

  事務局会議 

31  隣接 SC広域連絡理事長会議(理事長･常務) 

  兵シ協安全・適正就業推進員等研修会(今井･大谷) 
 

 

 

事業運営部会 
●第４回 （７月１７日） 

・市長・市議会議長へ支援要請行動について 

・市福祉部との定例合同会議について 

・会員拡大に向けての取り組みについて 

・地域班機能強化について 
 

 

専門委員会 
●第３回 会員活動委員会（７月１０日） 

・地域懇談会について 

・今年度後期の活動について 
 

●第４回 広報委員会（７月２７日） 

・「はつらつ芦屋」２１号について 
 

 

 
 

 

平成27年度・第１四半期の実績報告 
 今年度第１・四半期（４月～６月）実績は、前年度

より２，８３０千円増の

１１０，４４０千円、  

２．６％の増となりまし

た。 

今年度新しく、小

学校での放課後「あ

しやキッズスクエア」

が始まったことにより、

サービス群が大きく

増加しました。 

シルバーチャレンジ講座を開催しました 
７月１６・２３日の２日間、市民対象のチャレンジ講座

「障子・網戸張り替え体験講座」に３名が参加し、技能

を習得しました。さっそく１名が技能班に入られました。 

 
プロのこつを学ぶ！ 

 

認知症サポーター養成講座 
７月２９日、認知症サポーター養成講座に２６名が参

加。これで在籍会員７３名がサポーターとなり、オレン

ジリングの輪がまた広がりました。 

 
オレンジリングを受け取りました！ 

 

母親教室を開催しました 
７月３１日、キッズサポートまつぼっくり（子育て班）

主催の母親教室に４組の親子が参加。花こもの班の

会員が講師となり、かわいい「鍋つかみ」を作りました。 

 
ちょっと息抜きできたかな？ 

 

シルバー会員手帳、申込開始！ 
 ２０１６年会員手帳の申し込みを開始します。 

 一部負担(３００円)が必要となります。ご希望の方は 

９月１１日までに事務局までお申し込みください。 

芦屋市シルバーの名入りです。 



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  

●日程 ： ８/５・１９、９/２・１６（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 

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・・などなど 

日時：８月１８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 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①パソコン・タブレットの選び方 9／1・8・15(火) 

②ワード基礎 9／2・9・16(水) 

③Windows10入門 9／4・11・18・25(金) 

④インターネットのすべて 9／7・14・28(月) 各講座１０名募集  

 ●時  間：①～④10:00～12:00 

 ●受講料：①②④3回2,000円 ③4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： 9月7・14・28(月) 13:30～15:30 

●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 
 

 

手軽に作ろう！『おやじクッキング』男性会員の参加募集！ 
 「食」は命の源であり、生きていくには欠かせないものです。「自分が食べるものを自分で作れるようになる」

練習をしませんか？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！ふるってご参加ください。 

 ●日時：９月１８日（金） ９：３０～ ●場所：市民センター ２１４料理室  ●定員：各２０名 

 ●対象：センター 男性会員   ●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 

はつらつキッチン班 
 

６年連続達成中！無事故・無違反運動 

チャレンジ１００にご参加を！ 
日頃、安全運転に気をつけている皆さん！１０月１日から

１００日間、無事故・無違反にチャレンジしませんか？１０人

を１チームとした「シルバーパワーチーム」を募集します。 

●期 間：１０月１日（木）～平成２８年１月８日（金） 

●参加資格：自動車運転者（運動期間中、免許が有効な方） 

●費用：センター負担 ●申込締切：８月３１日（月） 

＊応募者多数の場合は初チャレンジの方を優先 

高齢者スポーツ大会参加者募集!! 
今年も参加します!参加賞・お弁当付きですので奮

ってご参加を！シルバーチームで頑張りましょう！ 

 日 時 ： １０月４日（日）９：３０～１４：３０ 

 場 所 ： 川西運動場 

 競技種目 ： 紅白玉入れ・パン食いゲーム・ 

     フォークダンス・○×クイズなどなど・・・ 
＊延べ４０名ほどの人員が必要です（重複可） 

＊内容の詳細は、９月号でお知らせしますが、まずは参

加の意思を８月末までに事務局までお電話ください！  
 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：８月１０・２４日（月）９：００～１１：３０ 

＊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！ 

芦屋霊園内のお墓清掃 

引き受けます 
お墓清掃班が、忙しい貴方代わって

芦屋霊園内のお墓清掃を承ります 

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。 

７月２９日 ８月２６日 ９月３０日 
 

シルバーやさい広場 

西芦屋と翠ケ丘ポケットパークで 

開催中！（毎週木曜日） 

 

刃物研ぎ､開催地拡大！ 

・ 西芦屋町ポケットパーク 毎月第１木曜日 

・ 翠ケ丘町ポケットパーク 毎月第２木曜日 

・ エルホーム芦屋（浜町） 奇数月第３木曜日 

・ 打出商店街 まごのて 偶数月第３水曜日 

・ シルバー人材センター  毎月最終水曜日 

（野菜市同時開催）    

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 



「お手玉の揺り方」講習会を開催しました！ 
 ７月３１日、女性会「芦やん小町」が、神戸お手玉の会から講師を迎え
「お手玉の揺り方」講習会を実施しました。 

当日は２２人が参加。いろいろな遊び方

を教えて頂き、夢中になってお手玉を追

いかけ楽しい時間を過ごしました。 

９月から毎月「お手玉遊び＆練習会」と

して第２木曜日の午後１時半集まることに

なりました。今回参加できなかった方も、是非いらしてくださいね！認知症予防

に最適な遊びですよ！ 
 

同 

 

 

好 

 

 

会 

～♪カラオケ同好会「ひばりクラブ」のお誘い♪～ 
カラオケの好きな方、健康と親睦＆情報交換の場として楽しみませんか！ 

今後活動日時は毎月第３火曜日午後１時から４時までの予定です。 

 ●日時：８月１８日（火） １３：００～１６：００ ●場所：ジャンカラ芦屋店（大原町ヴィザヴィASHIYA6F） 

 ●参加費：３００円（ソフトドリンク付）               問合せ先：世話人／岡垣 

知的財産研究同好会～“こんなのがあれば”～ “これは便利”  
・・・・興味ある事案が数件提案されています・・・興味ある方は是非ご意見を・・・・・・ 

８月９日  第６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    

＝ゴルフ同好会・ＡＳＧ会からのお知らせ 
 ９月より今年度後半の大会が開催されます。絶好のゴルフシーズン到来！ 多数ご参加ください。 

９月コンペ ９月１６日（水） 
 ●場 所 ： 武庫の台ゴルフコース ８時３７分スタート 

 ●参加費 ： １，０００円 ●費 用：プレイフィ ８，０７０円（昼食代９００円補助）７０才以上８００円免税 

参加申込締め切りは８月２５日 

  申込： 向井  、 木瀬   
 

 

「はつらつサロン～ワイ・ガヤの会」 
雑談の中から“目からウロコ”の話などフリートーク

の場です。会費なし、事前申込必要なし。 
 

●日時：８月９日(日) 10:00～11:30(毎月第２日曜) 

●場所：池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室 

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：８/１８（火） 

毎月第３火曜9：30～12：00 

●場所：はつらつ館作業室２ 

 

囲碁同好会 
毎週水曜９：３０～ 

はつらつ館２F 

作業室２ 

お気軽にご参加 

ください！ 

 

写真同好会・デジイチ会 
◆毎月第１水曜日１３：３０から 

例会を開いています（見学自由） 

問合：黒住 

 

ビデオ散歩倶楽部同好会 
奇数月の第二火曜日午後に開催 

◇次回は９月８日(火)13:30～16:00 

上映予定：エレキの若大将 

（若大将シリーズ６） 

ダーツ同好会ＡＳＤＣ 
１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量 

８月１４日（金）１３：３０～１４：００ 

無料体験（ソフトダーツ） 

場 所 ： ラポックスホール 

（ＪＲ芦屋駅南 セブンイレブン２階） 

麻雀同好会 「すずめクラブ」 
暑さに負けず頭脳ゲームを仲間の皆さんと楽しみま

しょう。第４土曜の例会は午後１時からになります。 

 

例会 ８月８日(土)９：００～・２２日(土)１３：００～ 

場所 ： はつらつ館１階作業室 

絵画クラブＯＬＩＶＥ 

お気に入りの風景や季節の花々、美味しそうな果

物など自分流に描いてみませんか。見学もお気軽

にお越しください。＊８月の定例会は１回のみ 

●８月の定例会：２７日（木）13：00～16：00 

●場 所：はつらつ館２階 中会議室 



第３回安全パトロールの報告 
７月１５日、向井委員長、谷口・小林・北條委員の４

名が剪定・除草等５か所の就業現場を巡回、安全への

注意を喚起しました。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
 今期間は傷害事故１件（就業中）、が発生。いつどん

な時も、安全が一番です。くれぐれも気を付けてくださ

い。  
  

無事故達成日数 

    傷害事故   １６日 

     賠償事故   ８１日 （８月３日現在） 
 

☆平成２７年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

  これ位 思ったすき間に 事故の影 
  ☆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 
 

入会希望者説明会の日程 

８月１１日（火） 

９月８日（火） 
 

配分金の支払日 

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） 
 

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 

   

   

お 仕 事 の 紹 介 
  時間等 募集人数 

  

週３～４日 

8～10：00 

15～17：00 

１名 

  
週３～４日 

8：30～13：30 
１名 

  
曜日・要相談 

17：00～20：30 
１名 

  
月・火・水・金・土 

7：00～9：00 
１名 

  
週３日（応相談） 

18：00～21：30 
１名 

  
木・土・日 

10：30～13：30 
１名 

  
週３日 

18：00～21：30 
１名 

  
日・火 

9：00～13：00 
１名 

  

月～土 

①10：30～14：30 

②14：30～21：00 
（終了時間は応相談） 

各１名 

  

月以外(要相談) 

8：00～21：00の

間で応相談 

１名 

  
週３日～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３日～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
火・木・金 

8：00～12：00 
１名 

  
月 

8：00～10：00 
１名 

  
火・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
月・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

8：30～10：30 
２名 

  繁忙日のみ １名 

  
日12～16：00 

土 8～12：00 
１名 

  
週３回 

朝OR夕方１時間 
１名 

  
週１回（火曜以外） 

午前２時間 
１名 

  
週２～３回 

午前２時間 
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！ 
 



市民公開セミナー “これなら分かる！ 成年後見制度”    芦屋市福祉部共催 

  ９月１２日（土）  ①“任意後見って？ 法定後見って？”   ②“なぜ必要なの？” 

 １０月１０日（土）  ①“こんな時、どうしますか？”    ②“手続きはどうするの？” 

 １１月１４日（土）  ①“エンディング ノートって？” ②“あなたの後見人は”  ③芦屋市の現状 

  午前１０時～１２時  はつらつ館大会議室 

申込受付：事務局まで 費用：３０００円（テキスト込）支払時    ２５名定員 

 

市民公開セミナー やさしい 「傾 聴 講 座」 ９月開講 
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。 

 ●９/２・１６、１０/７・２１、１１/４・１８（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！ 
 

兵シ協・高齢者生活サポート研修 ★４日間の研修で、幅広い知識と技術の習得ができます。 

受講生募集 受講料無料 対象：６０歳以上で就業＆社会参加等の意欲のある方 

８/３１（月） ●開講式 ●これならわかる！成年後見制度 ●プロから学ぶお掃除（座学及び実習） 

９/１（火） ●介護疲れしない上手なコミュニケーション術●傾聴の大切さ/実習（傾聴のロールプレー） 

９/３（木） ●「生前整理」について  ●健康寿命を延ばす食生活 

９/４（金） ●楽しい健康づくり＆介護予防のための体操●「高齢者をねらう契約トラブル」 

●地域社会で生きる(地域の担い手となるために）    ●閉講式 

場所：はつらつ館大会議室  時間：全日１０：００～１６：００   申し込みは事務局まで！ 
 

    市民公開  各種講座等のおしらせ 
 

健康寿命を伸ばそう！介護予防講座「健康表現体操」 ２会場で開催中！ 
懐かしい曲、なじみのある曲に合わせ、歌いながら体操します。脳の活性化、転倒防止、そして内臓機能を高めます。 

 

●開講日 ： 毎月第１木曜日10：00～11：30   

●場所 ： エルホーム芦屋（浜町１２－３） 

●対象 ： 市内在住６０才以上の方 

●受講料 ： ５００円（１回）当日払い ●定員：２０名 

申し込みはシルバー人材センターへ！ 

 

●開講日 ： 毎月第２・４木曜日10：00～11：30   

●場所 ： はつらつ館 大会議室 

●対象 ： 市内在住６０才以上の方 

●受講料 ： ３０００円(６回分一括払い)  ●定員：２０名 

申し込みはシルバー人材センターへ！ 

 

ワンコインの英語クラス 
８月２２日（土）10:00～12：00 

英語ｄｅポピュラーソング・ シナリオｄｅ映画「ローマの休日」⑤ 

●受講料 ： ５００円＋テキスト代 50円 

 （電話申込みの上、当日持参） 

Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画 
らくらくイングリッシュ（６回コース） 

●日時：7/4・18、8/1・22、9/5・19（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。 

着 付 教 室  
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：８/１３・２７日、９/１０・２４（木） 原則第２・４木曜日 

●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：８/４・１８、９/１・１５（火） 原則第１・３火曜日 

●時 間： 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 

「はつらつ写真館」肖像写真定期撮影 今度は 8/17(月)です！会員は特別料金！ 

  ◇日時・場所：偶数月の第３月曜日 10：00～12：00 はつらつ館大会議室 
  ◇撮影技術料:一般＝2000円 会員＝1000円（複数ポーズ）◇プリント料:２L(1枚)＝200円A4(1枚)＝500円 




