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（１０月末現在） 

 

「シルバーの日」ボランティアご協力ありがとうございました!! 
 １０月１７日（土）会員・事務局職員３８名が参加し、ボランティア活動を実施しま

した。３方面に別れ、東西は２号線沿い２ｋｍ、南北は山手幹線から宮塚公園ま

での範囲の清掃を行いました。綺麗な街、芦屋ですが、さらに美しくなりました。 

ご参加してくださった皆様、ありがとうございました。 

 

保育所ボランティアにご参加ください！ 
 たくさんの参加お待ちしています。特に、伝承遊び（将棋・囲碁・お手玉遊び・まり 

つき等）を一緒にしてくれる方、事務局太田まで連絡ください。 

① １月７日（木） 打出保育所 宮川町４－１０ 手作りおもちゃを一緒に作り遊ぶ 

② １月１３日（水） 緑保育所 緑町２－４ お正月遊び・伝承遊び 

③ １月１５日（金） 大東保育所 新浜町８－１ 伝承遊び、将棋・囲碁・折り紙遊び 

④ １月１９日（火） 新浜保育所 新浜町１-１ 伝承遊びや手作りおもちゃで遊ぶ 

⑤ １月２６日（火） 精道保育所 精道町９－１６ 伝承遊びなど教えてほしい 

⑥ ２月３日（水） 岩園保育所 岩園町２－１８ 豆まきの鬼になってほしい 

①・②・③・⑤10：00～11：00  ④・⑥9：45～11：00   （現地集合・現地解散） 

「地区交流会」（阪神東）が開催されました（報告） 

会員の皆さん！センターの地域班が７地域１５地区であり、会員全員が

班員であること、わかって下さってますか？このたび、会員活動委員会の

企画で、センター初めての地区交流会が、１０月３１日（土）はつらつ館で

行われました。今回は、阪神東地区（春日・打出小槌・打出・若宮）の５６人

対象に呼びかけ、２２人の参加がありました。 

自己紹介やいろいろな情報交換をしながら、まずは同じ地区同士、顔

見知りになり、仲良くなることを目的に茶話会形式で時間を過ごしました。 

顔は知っていたが会員同士とは知らなかったり、初めてお会いしたけ

どすぐ近所だったり等の驚きもありました。参加して良かった！また開催

しよう！との声があり、初めての試みでしたがとても有意義な会となりま

した。次回はどの地区への呼びかけになるかわかりませんが、その時

は是非ご参加くださいね！ 
 

 

鬼だぞ～（昨年の岩園保育所） 



 

 

１０ 月 活 動 実 績 
2  派遣元責任者講習会（宮内主査） 

  第４回子育て支援班運営会議 

  事務局会議 

4  高齢者スポーツ大会 

9  自転車安全講習会 

  第５回会員活動委員会 

13  入会説明会 

14  第４回企画委員会 

  安全パトロール 

15  第３回適正就業推進委員会 

16  第７回事業運営部会 

17  シルバーの日ボランティア 

20  新入会員オリエンテーション 

  第７回アンケート検討会 

22  中間監査 

23  公益法人検査 

26  第６回広報委員会 

27  第４回地域支援委員会 

29  兵シ協事業推進大会 

30  第３回理事会 

  事務局会議 

31  地域交流会（阪神東地区） 
 

理 事 会 
●第３回 （１０月２９日） 

・平成２７年度上半期事業及び収支報告について 

・平成２７年度中間監査について 
 

事業運営部会 
●第７回 （１０月１６日） 

・地域班機能強化について 

 
専門委員会 

●第５回 会員活動委員会（１０月９日） 

・後期会員研修ツアーについて 

・シルバーの日ボランティアについて 

・地区交流会（阪神東地区）について 

●第４回 企画委員会（１０月１４日） 

・会員増強について 

・出前入会説明会について 

●第３回 適正就業推進委員会（１０月１５日） 

・11/19の就業相談日について 

・５年ルールの運用について 

●第６回 広報委員会（１０月２６日） 

・はつらつ芦屋２１号について 

●第４回 地域支援委員会（１０月２７日） 

・保育所ボランティアについて 

 

２７年度・上半期事業実績 
 上半期（４月～９月）の実績は請負契約２２５,９０４千

円、派遣契約６６５千円で合計２２６,５７０千円、前年比

１０３.７％となりました。芦屋市から受託した小学校放

課後見守り「キッズスクエア」や企業からの商品整理

業務の受注の伸びが大きな要因です。 

 
  

事 務 局 職 員 異 動 

 退 職   臨時職員  篠 﨑 正 
 

第７回安全パトロールの報告 
１０月１４日、向井委員長、永井・小林・冨岡委員の 

４名が剪定・除草５か所の現場を巡回。安全への注意

を喚起しました。 

 

～～事故ゼロ運動～～ 
 今期間、ガラス破損の賠償事故が発生しました。 

無事故達成日数 

    傷害事故   １０７日 

     賠償事故     ５日 （１１月２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 

マイナンバーについて 
シルバー人材センターは、会員皆さんのマイナンバー

の届けや申請の必要はありません。 

（但し、派遣就業の場合は必要となります。該当者へは直

接連絡いたします。） 

世間では、既にマイナンバーによる詐欺事件が発生し

ていますので、皆さんも情報を収集して気を付けてくださ

い。 

 

単位：千円 
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兵シ協事業推進大会に参加しました！ 
 １０月２９日（木）神戸新聞社松方ホールにおいて上部団体主催の事業推進大会が開催されました。兵庫県下

のセンターの展示・即売もあり、当センターも手作り班「花こもの」「夢きらら」が参加しました。今年は、当センタ

ーからは会員７名、職員１名が表彰されました。 

永きにわたり活躍された皆様 

おめでとうございます！ 

 

交通安全講習会を開催しました 
１０月９日、はつらつ館２階大会議室にて交通安全講習会を

開催しました。今回は、１０月１日から義務化された自転車損害

賠償保険への加入についてや、道路交通法改正に伴う、自転

車の運転ルールの変更内容などを教えていただきました。 

腹話術による○×クイズ形式の安全確認や、三味線を用い

た替歌唱和による意識付けなど、いつもより盛りだくさんの内容

でしたが、和やかな雰囲気の中、義務化直後の最新の講義を

受けることができました。 
 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：１１月９・３０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 
 

 

 おもちゃ作り協力隊 募集！ 
 保育所ボランティアへ持っていく「おもちゃ作り」をします。皆さんのご協力をお願いします。今年のおもちゃ

は、紙トンボ・ペットボトルのコマ等です。どなたにでも出来る作業です。１日でも良いので是非ご参加くださ

い！ 

 ●１１月２日（月）14：00～ 大会議室  ●１１月５日（木）15：00～ 作業室2 

 ●１１月９日（月）13：00～ 大会議室  ●１１月１０日（火）14：30～ 小会議室 

＊牛乳パック・ペットボトルのふたを集めています。１１月中に事務局へ！（その後は受け付けません） 
 

 

 

同 

 

好 

 

会 

歩こう会～番外編第４回（通算３８回目）～のお誘い 
～城山下山後、滝の茶屋でおでんを食べて忘年会！～ 

まずは、標高２６０Ｍの城山に登り、下山後、ロックガーデンの滝の茶へ直行！秀逸で、味わいのあるお

でんを食べながら、今年のミニ忘年会を実施したいと思います。関心のある方は、どなた様でもＯＫですの

で奮ってご参加お願いします。事前の申し込みは不要です。 

尚、前回の２月末実施は、六甲アイランド散策後ベイシェラトンホテルでバイキングの昼食、その後同ホテ

ル内の天然温泉に入浴。みなさんご機嫌でした。 

●日 時：１１月２１日（土）９：００（時間厳守・雨天決行）    ●集合場所 ： はつらつ館 事務所西側 

●コース：9：00出発 ⇒ 10：00城山(標高 260ｍ)到着 ⇒ 11：00 ロックガーデン滝の茶屋着 ・忘年会開

始 ⇒ 12：30 終了 ⇒ 解散   ＊往路・復路、同じコースを歩きます。 

留意点：①靴は登山靴、あるいは履きなれたスニーカー②水分持参、必要に応じ雨具持参 

     （２０１５年幹事 榎本） 

会員２５年 森 伸子 

〃 ２０年 小畑重治 

〃 １５年 阿部  香 ・ 前田森生 

池田季義 ・ 土肥滋和 

森脇一成 

職員１５年 羽渕祐子 
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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！ 

日時は原則毎月第３火曜日午後１時から４時までです。   お世話をしていただける方も募集中！ 

 ●日時：１１月１７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：５００円（ソフトドリンク付）               問合せ先：世話人／岡垣 

＝映画を観て語り合う＝ビデオ散歩倶楽部同好会 

今回は「シャレード」を上映します。パリと高級リゾート地を舞台に、殺人事件に巻き込まれる未

亡人をオードリー・ヘップバーンが演じるロマンチックでサスペンス溢れる映画です。理屈抜きに楽

めますが作品に関わった人のエピソードなど少し解説を加えて語り合います。 

● 日  時：１１月１０日（火）13：30～16：00（奇数月の第２火曜日（午後）が定例） 

● 場  所：はつらつ館２階「中会議室」 

● 上映作品：「シャレード」1963年アメリカ映画（113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。 

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・・・・・・ 

１１月８日（日）  第９回 例会 （毎月 第２日曜日） １３：３０～１５：００  ＊自由参加 

●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」 

１０月１０日２０名の参加で第２回クラブ大会を開催しました。月２回の例会もクラブ大会もますます盛況に

なってきています。 

第２回クラブ大会の入賞者   優勝 宮本 昭二  ２位 柴田 秀治  ３位 河内 眞喜子 

    ●１１月定例会（場所―はつらつ館１階作業室） 

１１月１４日（土曜日） ９時～１２時 １１月２８日（土曜日） 午後１時～午後４時 

＝ゴルフ同好会・ＡＳＧ会からのお知らせ 
３７回大会、参加締切は５日、まだ間に合います！多数ご参加ください。この大会で今年度のコンペは終

了。次回は来年４月からです。参加ご希望の方は幹事まで。     向 井 , 木 瀬  

３７回大会１１月コンペ  １１月１８日 ロータリーゴルフクラブ ニューコース  ８時３８分スタート 

        参加費 １，０００円 プレイフィー ７，８５８円（昼食代込） 

第３６回大会入賞者 １０月２１日（参加者１７名） 三木よかわカントリークラブ 

優勝 森 光雄  準優勝 箱崎 正次  第３位 深井 新巳 
 

 

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：１１月８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：１１/１７（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 
例会◆毎月第１水曜日１３：３０から（見学自由） 

問合：黒住 

ダーツ同好会ＡＳＤＣ 
１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量です。一度体験を！ 

１１月１３日（金）１２：３０～１４：３０ ＊見学・体験 自由 

場 所 ： ラポックスホール（ＪＲ芦屋駅南 セブンイレブン２階） 

絵画クラブＯＬＩＶＥ 

月２回雑談しながらの楽しいひとときです。一緒に描きませんか？今月２４日まで浜町エルホームにて 

オリーブ展示会をしています。ぜひお立ち寄りください。 

●１１月の定例会 ：１２日・２６日(木） ●時間 ： 13：00～16：00 ●場所 : はつらつ館２階中会議室  
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お 仕 事 の 紹 介 
  時間等 募集人数 

  

月・木・土 

12：30～14：30 

18：00～19：30 

１名 

  

週３日・要相談 

9：00～12：00 

12：00～15：00 

５名 

  
曜日・要相談 

17：00～20：30 
１名 

  
土・日 

13：00～21：00 
2名 

  
月・金（祝日休み） 

13：00～16：00 
１名 

  
土・日 

13：00～21：00 
2名 

  
月・火・水・金・土 

7：00～9：00 
１名 

  

月・水・金 

15：00～17：00 

土13：30～15：30 

１名 

  
週３日 

18：00～21：30 
１名 

  

月～土 

①10：30～14：30 

②14：30～21：00 
（終了時間は応相談） 

各１名 

  
火・金 

6：30～8：30 
１名 

  
木 

10：30～13：30 
１名 

  
月～日（ローテ） 

8：00～13：00 
１名 

  
火・木・土 

13：00～20：00 
１名 

  
火・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

8：00～16：00 

土8：00～12：00 

１名 

１名 

  
月・木・土 

8：30～11：30 
１名 

  繁忙日のみ １名 

  
日13～17：00 

土 8～12：00 
１名 

  
週２回 

３時間程度 
１名 

  
月～日 

7：00～10：00 
１名 

  
月2回 

2～3時間 
１名 

  
月・水・金 

午後３時間 
１名 

 

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） 

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。 

１１月２６日 １２月１６日 

１月２７日 ２月２４日 
＊１２月は最終週でなく１６日となります！ 

入会希望者説明会の日程 

１１月１０日（火） 

１２月８日（火） 
 

配分金の支払日 

１０月就業分 １１月１３日（金） 

１１月就業分 １２月１５日（火） 
 

 

刃 物 研 ぎ 

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 
 

 

養父市・三田市から新米入荷!! 
美味しい新米が届いています。ぜひご購入下さい！ 

  

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 

   
 

 

今年度も開催決定！ 

第２回芦屋市シルバー人材センター女性の会 

「芦やん小町・女性の集い」 
女性の皆さん、予定しておいて下さいね！ 

平成２８年１月２３日（土）午後１時から 

市民センター３０１号室 

 
 

後期会員研修バスツアー 
無農薬野菜の収穫体験＆バーベキュー＆紅葉狩り 

～１１月１８日（水）～ 
一緒に行きませんか？お席がまだあります。 
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会員対象  各種講座等のおしらせ 

清掃講習会（無料）を開催！！ 
ほうき・モップ・雑巾の上手な使い方をプロの方に教わるチャンスで

す。現在お仕事中の方やこれからお仕事でやってみたいという方に

向けた基本的講習会です使い方のコツ・注意点を教えてもらえます

よ。 

●日時：１１月２７日（金） １４時～１６時 ●定員：１５名 

●場所：芦屋市民センター２０１・２０２会議室  

申込 ☎３２-１４１４（担当：中澤・大谷） 

※当日は実技体験もありますので動きやすい服装でお越し下さい。 

適正就業推進委員会より 
就業に関するお悩みを抱えていらっしゃ

いませんか？どんな些細なお悩みでも結

構です。適正就業推進委員がお悩み解決

のお手伝いをさせていただきます。下記時

間中に直接お越しください 

●日程：１１月１９日（木）●場所：中会議室   

●時間：①午前10：00～12：00  

  ②午後13：00～15：00 

会員のための健康体操講座  

●日程：１１/４・１８、12/2（水）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 

●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 

＊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：１１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 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①ワード応用  12/4・11・18(金) 

②Windows10入門 12/7・14・21(月)  各講座１０名募集  

 ●時  間：①②10:00～12:00 

 ●受講料：①②3回2,000円 （教材費別）    

①年賀状個人教室-1 12/1・8・15(火) 

②年賀状個人教室-2 12/2・9・16(水) 

③個人教室 12/7・14・21(月) 

●時  間：①②10:00～12:00 ③13:30～15:30 

●受講料：各日2時間 各2,500円 各日 5名 

（完全マンツーマン方式・パソコン持参可） 

●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 

ジャポニカ製作チームからのお誘い 
先月の事務局だよりでもお知らせしましたが、何か物を作って製品化

をしていくチームです。このたび、ティッシュを入れるケース（写真）の

製作体験を実施します。男女・年齢問いません。

興味のある方は当日直接お越しください。 

●日時：１１/１４（土）13：30～15：00・１階 作業室 

＊土曜日のはつらつ館の入り口は西側（郵便局

側）のドアになります。                 製品名は「チョッコフキトール」 

認知症サポーター養成講座 
センター会員みんながサポーターになり

ましょう！受講したことのない方は是非とも

ご出席ください。 
 

●日時：１１月２４日（火）13：30～  

●場所：はつらつ館２Ｆ 大会議室 
 

地域支援委員会 
        

    市民公開  各種講座等のおしらせ 
 

ワンコインの英語クラス 
１１月２８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」⑧ 

●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：10/3・17,11/7/・21,12/5・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。見学無料。事前電話予約が必要。 

着 付 教 室  
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：１１/１２・２６、１２/１０・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：１１/４（水）・１７（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 
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