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会員数
１０６３名
（男 622 名･女 441 名）
（１２月末現在）

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。
さて、私たちの活動拠点である「はつらつ館」が完成して早や 5 年の月日が
経ちました。
「はつらつ館」の完成によって、各委員会等が積極的に開催され、センター
の活性化が飛躍的に進みました。独自事業では会員自らニ－ズを掘り起こし活
発に事業展開され、事業高は「はつらつ館」完成前の平成 22 年度より約 7 倍
と大きく伸びております。
会員数は 1,000 人を超え、事業高も 4 億円を超えるなど 10 年前より倍増
しております。会員主導の意識の高まりと、
「はつらつ館」の完成が大きく業績
理事長 山 村 昇
を伸ばした要因の一つだと思っています。
政府は労働力人口が減少する経済社会において、働く意欲と能力のある高齢者が知識と経験を
生かし社会の重要な支え手、担い手として活躍できる「生涯現役社会」の実現を目指しています。
昨年 2 月国会において「高齢者に多様な就業機会を提供するシルバ－人材センタ－には、更にそ
の機能を発揮してもらいます」と内閣総理大臣として初めてシルバ－人材センタ－について施政
方針で示されました。
「生涯現役社会」実現にシルバ－人材センタ－へ大きな期待が寄せられている証です。私たちは
これに応えるべく一層信頼され、地域の支え手として地域社会に貢献するセンタ－を目指さなけ
ればなりません。皆様方のご理解、ご支援、そしてご協力を賜りますようお願い申し上げ、ごあ
いさつといたします。

安全委員会企画！「健康講座」を開催します！
安全委員会企画の健康講座を、下記のとおり開催します。
芦屋市保健センターの保健師による講話「防ぎたい、あなたの血管守りたい」のほか、血管年齢
の測定・握力の測定・運動機能確認(ロコモチェック)をしてもらう予定です。参加希望者は事務
局までお申し込みください。
●開 催日：平成 28 年 2 月 5 日(金) 14：00 ～ 16：00
●場 所：芦屋市シルバー人材センター はつらつ館 2 階 大会議室
●持 ち物：最近の健康診断の結果があればお持ちください
●講 師： 芦屋市こども・健康部 健康課健康増進係長 田中佐代子 氏
芦屋市保健センター保健師 鍋田 裕子 氏
●定 員：20 人(定員に達した時点で受付終了)
●申込締切：1 月 22 日(金)

１２ 月 活 動 実 績
1
3
4
8
9
14
15
17
18

19
22
28

専門委員会

阪神ブロック役職員視察研修(常務・次長・太田)
全シ協安全・適正就業指導員会議(宮内主査)
兵シ協役員研修会(理事長・常務)
第５回子育て支援班運営会議
入会説明会
第５回企画委員会
第８回広報委員会
新入会員オリエンテーション
第９回アンケート検討会
第４回適正就業推進委員会
安全パトロール
第４回理事会
第１回総務部会
第９回事業運営部会
阪神ブロック職員研修
第５回地域支援委員会
事務局会議

理

事

●第５回 企画委員会（１２月９日）

・出張入会説明会の実施について
・会員アンケートについて
・人材確保のための市民対象講座について
・職群講習会の実施について
●第８回 広報委員会（１２月１４日）

・はつらつ芦屋２１号について
●第４回 適正就業推進委員会（１２月１７日）

・平成２８年度の事業計画について
・適正就業基準の運用について
●第５回 地域支援委員会（１２月２２日）

・平成２８年度活動計画について
・保育所ボランティアについて

第９回安全パトロールの報告
１２月１７日、向井委員長、永井・酒井委員の３名
が剪定・除草等、４か所の現場巡回。安全への注
意を喚起しました。

会

●第４回 （１２月１８日）

・特定個人情報に関する基本方針について
・特定個人情報事務取扱規程について

総 務 部 会
●第１回 （１２月１８日）

・特定個人情報に関する基本方針について
・特定個人情報事務取扱規程について

事業運営部会
●第９回 （１２月１８日）

・平成２８年度定時総会について
・地域班の機能強化について
・先進シルバー視察先について
・事務局体制及び安全管理措置対応等について

子育て支援班・ママのミニパーティ開催
１２月１１日子育て支援班主催「ママのミニパー
ティ」に、子育て中のママたち１６組こども１８人が
集まり、楽しく交流ができました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間、傷害事故（骨折）が発生しました。くれぐ
れも気をつけましょう！

無事故達成日数
傷害事故 ４６日
賠償事故 ６８日 （１月４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
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プレゼントを渡すサンタさん(山村理事長)

女性が元気＝地域が元気！

第２回「芦やん小町～女性の集い～」にご参加下さい！
「女性の集い」の参加申込みされましたか！？（１２月号でお知らせしました）
笑いヨガの講師をお招きして楽しい時間を一緒に過ごしましょう！情報交換、茶話会もあり交流が深ま
ります。昨年来られた方も、昨年は参加されなかった方も、是非来てください。準備の都合もありますので
１５日（金）までに申込みのお電話くださいね！
お申込みは事務局まで
●日時：平成２８年１月２３日(土) １３：００～１５：３０（１２：３０受付開始）
32-1414
●場所：芦屋市民センター３０１号室●会費：３００円（当日徴収）

芦やん小町「お手玉の会」練習会
懐かしいお手玉遊びを一緒に楽しみませんか！回を重ねるたびに上手になっていきますよ。
身体と脳も刺激され、益々元気な自分作りにもなります。
曜日を変えて実施しますので、ご都合の良い日に参加してください。
２月１７日(水)・３月１０日（木）13：30～ はつらつ館大会議

保育所ボランティアにご参加を！
①１月７日（木）打出保育所 ②１月１３日（水）緑保育所
③１月１５日（金）大東保育所
④１月１９日（火）新浜保育所 ⑤１月２６日（火）精道保育所
⑥２月３日（水） 岩園保育所
①・②・③・⑤10：00～11：00 ④・⑥9：45～11：00
（現地集合・現地解散）
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。お近くの保育所、都合の良い日どこかに是非ご参加ください。

会員みんなが認知症サポーター!!
現在、会員受講者は９２名。センター以外で受講された方は事務局までご連絡下さい。会員全員サポー
ターを目指しましょう!! 次回は２月２２日(月)１３：３０から大会議室にて開催します。
地域支援委員会

はつらつ芦屋２１号同封しています
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。投稿は随時募集中。趣味、旅
行記、健康法、川柳など何でも結構です！お待ちしています！
広報委員会

企画委員の募集（企画委員会）

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
年度途中ですが、センター運営に協力してくださ
せんか？どんな些細なお悩みでも結構です。適
る委員を募集します。
センターには６つの委員会がありますが、会員 正就業推進委員がお悩み解決のお手伝いをさ
拡大、就業の開拓、独自事業の推進などを担当 せていただきます。
下記時間中に直接お越しください。
する委員会です。事業拡大や新規事業の企画な
●日程：１月２１日（木）●場所：中会議室
どアイデアをお持ちの方、運営に参加してみませ
●時間： ①午前 10：00～12：00
んか！詳細は事務局にお問い合わせください。
②午後 13：00～15：00
(担当：白井)
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会員対象 各種講座等のおしらせ

成年後見制度相談窓口無料・会員対象

会員のための健康体操講座
●日程：1/6・20、2/3・17（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

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
日

時①タブレット入門 2/1・8・15・22(月)
②Windows10 入門 2/2・9・16・23(火)
③デジカメ写真 2/3・10・17・24(水)
④ワード入門
2/5・12・19・26(金)
時 間 ①〜④10:00～12:00
受講料 ①〜④4 回 2,500 円（教材費別）
募集人員 各講座 10 名

＊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：１月１９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
◆個人教室
日 時 個人教室 2/1・8・15・22(月)
時 間 13:30～15:30
完全マンツーマン方式 パソコン持参可
受 講 料 各日 2 時間 各 2,500 円
募集人員 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

“チョコット・フキトール” 製作体験
男女を問いません。電話にてご連絡ください。すでに先行予約を受けております。
●日時：１/２３（土）13：30～15：00 ２階 中会議室
＊土曜日の入り口は西側（郵便局側）のドア
ジャポニカ製作チーム

市民公開 各種講座等のおしらせ
Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画

ワンコインの英語クラス

らくらくイングリッシュ（６回コース）

１月３０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）
＊見学無料。事前電話予約が必要。

●日時：1/3・9、2/6・20、3/5・19（土）
●時間：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。

「たのしい放課後教室」ご案内
●対 象 ：
●時 間 ：

小学４年生～中学３年生
小学生・・・１６：３０～１８：００
中学生・・・１８：０５～１９：３５

●教 科 ：算数・英語・数学
●曜 日：火曜・木曜
●費 用 ： 週２回コース・・月６,０００円（兄弟割引あり）
週１回コース・・月４,０００円

着 付 教 室

書 道 教 室

着物を素敵に着こなしませんか？
●日 程：１/１４・２８、２/２５（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

●日 程：１/５・１９、２/２・１６（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

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！

衣類のお直し、りフォーム
いたします!!

網戸・ふすま・障子、
張替えます！

芦屋霊園内のお墓清掃
引き受けます

日時：１月１８・２５日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

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！

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
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お 仕 事 の 紹 介
時間等
土・日
13：00～21：00
月～土
7：00～10：00
月・火・水・金・土
7：00～9：00
週３日
18：00～21：30
火・金
6：30～8：30
月～日（ローテ）
8：00～13：00
月・火・水・日
8：00～11：30
月・木
8：00～9：00
月・水・金
8：00～16：00
土 8：00～12：
00
月・木
8：00～11：00
火・木・土
8：30～15：30
月・水・土
8：30～11：30
繁忙日のみ
日 13～17：00
土 8～12：00
週１～2 回
3 時間
週１回(水曜)
午前２時間
週２回
２～３時間
火曜日
午後３時間
火曜日
午前３時間
月２回
午前２時間

募集人数

2名
１名

シルバーやさい広場
西芦屋と朝日ケ丘(ガーデンヒルズ)で
開催中！（毎週木曜日）

はつらつ野菜市

１名

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名
１名

１月２７日

２月２４日

３月３０日

４月２７日

１名

刃 物 研 ぎ（１月・２月の予定）

１名

●エルホーム芦屋（浜町）
１月２１日(木)
●打出商店街 まごのて
２月１７日（水）
●はつらつ館
１月２７日・２月２４日（水）
（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
＊１月・２月は西芦屋、朝日ヶ丘は実施無し

１名
１名
１名
１名

牛乳パック募集！

１名

研ぎ後の包丁を包むのに、牛乳パックを使
用したいと考えています。洗って開いてあるも
のを希望。ご協力よろしくお願いいたします！

１名
１名
１名

養父市・三田市から新米入荷!!

１名

美味しい新米が届いています。
ぜひご購入下さい！

１名
１名
１名
１名
１名

配布業務の希望者募集！
県民だよりなどを市内の全戸にチラシ等を配布
する業務があり、現在約６０名の会員が頑張ってい
ます。その配布業務の人員拡充を考えています。
希望者の方は、ぜひ事務局までお問い合わせくだ
さい！ (電話３２-1414)
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1.17 ひょうごメモリアルウォーク 2016
あの日からもう２１年なんですね。今年も「メ
モリアルウォーク」が開催されます。
芦屋市出発は川西運動場から。午前８時
３０分スタートの１０ｋｍコースです。みんなで
一緒に参加しませんか？
（当日申込も可能です
が、申込用紙が事務局
にありますので、事前申
込にご協力を！）
平成２８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。
（来年度会費は２月から受付）

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。
１．配分金収入のみの場合
２．配分金収入の他に年金収入のある場合
年間配分金の合計額が１０３万 （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
円を超える場合
控除額＊下記の表参照）が基礎控除（３８万円）を超える場合
６５歳未満の人(昭和２６年１月２日以後生)

６５歳以上の人(昭和２６年１月１日以前生)

公的年金等の収入

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

１３０万円以下
１３０万円超
４１０万円以下
４１０万円超
７７０万円以下

７０万円
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

３３０万円以下
３３０万円超
４１０万円以下
４１０万円超
７７０万円以下

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

７７０万円超

７７０万円超

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４００万円以下で、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。

『配分金支払証明書』の発行について（お知らせ）
毎年１月に、１２月の配分金明細書と一緒にその前年に就業された会員へ「配分金支払証明書」を同
封し送付していましたが、今年度より、単独の「圧着ハガキ」で郵送させていただきます。
尚、郵送対象者は、６５万円以上の配分金を受け取られた方とさせていただきます。６５万円未満の方
で支払証明書が必要な方は、お手数ですが事務局にお申し出ください。
＊申告及び控除等についての詳細は上記の記事をお読みください。

平成２８年・配分金の支払日
１２月就業分
１月１８日（月）
１月就業分
２月１５日（月）
２月就業分
３月１５日（火）
３月就業分
４月１５日（金）
４月就業分
５月１８日（水）
５月就業分
６月１５日（水）
６月就業分
７月１５日（金）
７月就業分
８月１５日（月）
８月就業分
９月１５日（木）
９月就業分
１０月１４日（金）
１０月就業分
１１月１５日（火）
１１月就業分
１２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）
。
＊但し１月と５月は１８日となります。

【出張入会説明会】を実施します
このたび初めての出前説明会を企画しました。
●日時：２月２日（火）14：00～15：30
●場所：芦屋浜管理事務所会議室（高浜ダイエー南側）
お知り合いの方に是非お勧めください！
会員増強にご協力お願いします。
企画委員会

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
１月１２日（火）
２月９日（火）

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
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親睦＆交流のための「会員同好会」
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

編み物同好会

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)
知的財産研究
同好会

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

将棋同好会

今年度のコンペは終了致しました。
次回は来年４月からになります。
毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室
毎月第１水曜日・13：30～
はつらつ館 ２階中会議室
１月の例会：１４日・２８日(木)
毎月第２・４木曜 13：00～16：00
はつらつ館２階中会議室
１月１０日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

お知らせ・コメントなど・・・

初めての方もお待ちしております。
事務局だよりでお知らせします。
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。見学自由です。
問合せ ： 黒住
絵を描くごとに 楽しくなり 上手になる。
仲間も増えてとても良い時間を過ごせま
す。是非一度いらしてください。
雑談の中で“目からウロコ”の話などフリート
ークの場です。(毎月第２日曜・自由参加)
和気あいあいと楽しく作品作りをしていま
毎月第３火曜日 9：30～12：00
す。指先使って脳トレしましょう！
はつらつ館 ２階作業室
見学自由ですので是非お越しください。
今回の上映は、黒澤明監督の「生きる」
映画を観て語り合う同好会です。
奇数月の火曜日午後に開催してい (１９５２年東宝製作・配給／143 分)
官僚主義を批判しながら、生きるという普
ます。
遍的なテーマを見事に描いた不朽の名作
★１月１２日(火) 13：30～16：00
です。志村喬が演じる主人公が「ゴンドラの
はつらつ館２階 中会議室
唄」を口ずさみながらブランコをこぐシーン
会員であれば鑑賞自由です。
当日受付簿に氏名を記入してください。 が有名です。
１月８日(金)・12：30～14：30
入門者からベテランまで！１ゲームおよそ
●ラポックスホール(毎月第２金曜) ３０００歩程度の運動量。性別年齢に関係
(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階） なく楽しめます！ 見学・体験、自由です。
毎月第２・４土曜日 はつらつ館
毎回、20 名近くの男女会員がゲームを楽
1 月 9 日（土）（9：00～12：00）
しんでいます。初心者も大歓迎！多くの会
1 月 23 日(土)（13：00～16：00）
員のご参加をお待ちしています。
“こんなのあれば！”“これは便利！！”
１月１０日(日) 13：30～15：00
・・興味ある事案が提案されています・・
(毎月第２日曜日) ＊自由参加
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
皆で意見を出し合って話し合う同好会です
1 月は 【新年会】開催！ 1 月 19 日(火) 12：00～16：00
場所：ﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ「クエッション」
申込み：１月１２日（火）まで
(東山 1-18・マンション第一青山 101) ★ 連絡先：岡垣
会費：1,500 円（ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ・おつまみ付）
巻野
集合：①12 時 現地 (駐車場・駐輪場はありません。)
②11 時 45 分 芦屋市シルバー人材センター１階作業室前（現地まで同行)
新しい同好会ができました！
日本文化の将棋を通して、脳の活性化し
毎月第２木曜日 9：30～12：00
ませんか！初心者の方も歓迎です。駒の
はつらつ館２階 中会議室
進め方からお教えします。
1 月１４日・２８日（木）
★ 駒・将棋盤の ご寄附 歓迎！★

