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第 １８７ 号 

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 

〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２ 

ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４ 

ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３ 

会 員 数 

1,054名 

（男622名･女432名） 

（６月末現在） 

各委員会の委員をご紹介します 
安全 

委員会 

◎向井 節子 理事 

永井 伸一 理事 

 酒井 清三 正会員 

 冨岡 隆 正会員 

 巻野 雅光＊ 正会員 

 木山 正典＊ 正会員 

 菅原 康裕＊ 正会員 

 

  

 

渡辺 徳廣＊ 正会員 

西ケ花淳子＊ 正会員 

梶谷 正＊ 正会員 

 

企画 

委員会 

◎河村 昱生 理事 

中塚 好子 理事 

 恩田 泰子 理事 

 猿橋 健二 正会員 

 森 信行＊ 正会員 

 広田 輝代＊ 正会員 
 

適正 

就業 

推進 

委員会 

◎北田惠三 常務理事 

永井 伸一 理事 

河村 昱生 理事 

 寺本 愼兒 理事 

 曽禰 信輝 正会員 

 片山 シヅ子 正会員 

 安木貴美代＊ 正会員 

 

広報 

委員会 

◎加古良子 理事 

北川知可子 正会員 

 笹部 成雄 正会員 

 鈴木 一生 正会員 

 佐々木廣明 正会員 

 岩崎 準一 正会員 

 梶原 健司 正会員 

 久我 和子 正会員 
 

会員活動 

委員会 

◎前田 穣 理事 

大内 孝子 副理事長 

宮下隆文＊ 理事 

 恩田泰子＊ 理事 

 増田 透 正会員 

 櫻井由紀子 正会員 

 岡垣莞治＊ 正会員 

 

地域支援 

委員会 

◎中塚 好子 理事 

向井 節子 理事 

 宮下隆文＊ 理事 

 鈴木 一生 正会員 

 北條 時雄 正会員 

 三谷 千尋 正会員 

 外木 明義 正会員 

 橋田 町子 正会員 

 野島さゆり＊ 正会員 

◎印は委員長  ＊印は新任 

 

         認知症サポーター養成講座 
   ～サポーターのやさしさがなぜ必要か？何ができる？～ 

 認知症サポーターをご存知ですか？街の中で困っている認知症の人や家族を温かく見守る応援者

のことです。皆さんも芦屋市民です。シルバー会員みんなが正しい理解をして応援者になってほしい

と願い、講座を開催します。多くのご参加を期待しています！。申し込みは、事務局まで 

  ●日 時 ：平成２８年７月２９日（金）１３：３０～１５：３０ 

  ●場 所 ：はつらつ館 大会議室  ●講 師 ：あじさいの会代表 安宅桂子氏      

     

会員アンケートの提出について 
先月事務局だよりに同封の「会員アンケート」。提出がまだの方は、７月１５日（金）までに 

必ず提出してください。返信用封筒に切手は不要です。 

まだまだ、未提出の方がおられます。回収が終わらないと集計ができません！ 

項目が多く大変だと思いますが、全会員対象としていますので、無回答のないようにどれかに

必ず○印等をいれて、速やかにご提出ください。アンケート用紙をなくされた方は事務所にあり

ますので、ご来局ください。 
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６ 月 活 動 実 績 
３  前期会員研修（倉敷・鷲羽温泉） 
8  第２回企画委員会 

10  第２回安全委員会 
13  阪神ブロック役員会議（理事長・北田常務） 
14  入会説明会 

  安全運転管理者等講習（宮内主査） 
16  兵シ協定時総会 
17  第３回事業運営部会 
20  近シ協定時総会及び管内役員研修 

  第３回広報委員会 
21  新入会員オリエンテーション 

  兵シ協中長期計画推進委員会（理事長） 
23  全シ協定時総会（永井理事・宮内主査） 
23  第１回適正就業推進委員会 
25  阪急東地区交流会 
28  全ｼ協福祉･家事援助ｻｰﾋﾞｽ担当者会議（今井） 

  第２回地域支援委員会 
29  事務局会議 
30  兵シ協安全委員会（北田常務） 

 

事業運営部会 
●第３回 （６月１７日） 

・近シ協・全シ協定時総会の出席について 

・あしやふるさと寄付推進事業参加について 

・平成２８年度定時総会の報告について 

・平成２９年度定時総会について 

・設立３０周年記念事業（平成２９年度）について 

・「健康・生活アンケート」の当年度実施について 
 

安全委員会 
●第２回 （６月１０日） 

・安全就業強化月間の取り組みについて 

・安全委員会だよりの作成について 

専門委員会 
●第２回 企画委員会（６月８日） 

・会員の拡大について 

●第３回 広報委員会（６月２０日） 

・はつらつ芦屋第２２号について 

●第１回 適正就業推進委員会（６月２３日） 

・会員就業規定及び適正就業基準に基づく 

適正就業の周知及び推進」について 

・就業相談箱常設及び就業相談の実施について 

・適正な受託の点検と就業率の向上について 

・５年ルールの運用について 

●第２回 地域支援委員会（６月２８日） 

・委員長の選任について 

・健康増進・介護予防に関わる各種講習会の推進について 

・高齢者及び子育てに関わるボランティア活動について 

・住宅用火災警報器の電池取り替え、 

家具転倒防止器具取り付け依頼について 
 

第３回安全パトロールの報告 
６月１５日、向井委員長、永井・冨岡・木山委員の 

４名が剪定・除草４か所の現場巡回。安全への注意

を喚起しました。 

 
 

剪定班・安全講習会 報告 
６月１４日(火)剪定班企画の安全講習会が開催

されました。メンバーが十数名となり、安全対策は

講じているものの、危険なことも起こりうる仕事であ

るため、班が自ら企画したものです。当日は安全委

員も参加し２０名が受講しました。 

講師に兵シ協の安全・適正就業指導担当の吉野

課長代理を迎え、

事故状況の情報

を得ながら安全

対策を考える良

い機会となりまし

た。 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間事故なし！この調子で、日数を伸ばして

いきましょう！就業中は常に細心の注意をはらい、

安全第一でお願いいたします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故    ７６日 

     賠償事故   １２８日 （７月４日現在） 

 

 
 

- 2 -



 

 

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： 7/6・20、８/３・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 

「お手玉の会」 ７月１４日 はつらつ館 大会議室 
～～第２木曜日１３：３０から毎月開催しています～～ 

今年度から男性も参加できます。   

お手玉遊びは、昔遊びの伝承もありますが、身体を動

かし、脳を刺激するまさに介護予防そのものです。ひ

とりでは練習は続きません。皆で楽しく遊ぶことで上手

になり、楽しくなります。毎回、笑い一杯の時間を過ご

しています。 
 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①はじめてのパソコン  8/1・8・22(月) 

②ワード入門 8/1・8・22(月) 

③インターネット 8/5・19・26(金) 

時  間①③10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料①〜③3回2,000円(教材費別) 

募集人員 各講座 10名 

◆個人教室 

日時 8/3・10・17・24(水) 

時間 10:00～12:00 

 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 

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、受講料支払をもって受付済 
 

 

 

 

 

    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 
７月２３日（土）10:00～12：00 

英語ｄｅポピュラーソング ＋  

シナリオｄｅ映画「シャレード」②＋Ｆｒｅｅ Ｔａｌｋｉｎｇ Ｔｉｍｅ 

●受講料 ： ５００円＋テキスト代50円 

（事前電話申込の上、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：・７/２・１６、８/６・２０、９/３・１７（土） 
●時間：10：00～12：00 ●場所：大会議室  

●受講料：１回５００円＋初回のみ教材費２００円 
※途中受講も可能。事前電話予約が必要。 

「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 

着 付 教 室  
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：７/１４・２８、８/２５（木）原則第２・４木曜 

●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：７/５・１９、８/２・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 
 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：７月１１・２５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 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 

  

 

 

 

 

 

   ひばりクラブメンバー           カラオケ大会の様子            デジイチ会・作品展の様子 

＊同好会は会員どなたでも参加できます。内容等をみて、ご自由にご参加ください。 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

今年度上期コンペは６月１５日(水)武庫ノ台ゴルフコースにて終了致しました。 

優勝 矢田英敏さん、２位 長濱文子さん、３位 佐藤忠美さん でした。 

次回、コンペは９月２１日（水）に開催予定。詳細は事務局だより８月号に掲載します！ 

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館 ２階作業室 

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。 

写真同好会 

(デジイチ会) 

毎月第１水曜日・13：30～ 

はつらつ館 ２階中会議室 

問合せ ： 黒住 

芦屋さくらまつり写真コンクールで 4人の 

会員が受賞された記事が、「広報あしや 

7月1日号」に掲載されました！ 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 

毎月第２・４木曜日13：00～16：00  

 はつらつ館２階中会議室 
私達と一緒にスケッチを楽しみませんか 

初心者の方も、是非ご参加ください！ 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

７月１０日(日) 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

“目からウロコ”の話などフリートークの場 

です。 気軽に参加してみてください。 

編み物同好会 
毎月第３火曜日 9：30～12：00 

はつらつ館 ２階作業室 

和気あいあいと楽しく作品作りをしていま

す。 編物初心者の方でも大丈夫です！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

映画を観て語り合う同好会です。 

上映日：７月１２日(火)13：30～16：00 

●場所：はつらつ館２階中会議室 

今回は、『男はつらいよ』第３２作“口笛を吹く

寅次郎”を上映します。マドンナは竹下景子。

寅次郎の哀愁漂う作品です。（参加費なし） 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

７月８日・２２日(金)12：30～14：30 

●ラポックスホール（入口は西側） 

(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階） 

１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量に

なります。性別年齢に関係なく楽しめま

す。初めての方大歓迎！見学OKです。 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

７月９日（土）  9：00～12：00 

７月２３日(土)  13：00～16：00 

就業先も住んでいる地域も全く違う、ふつ

うなら出会わないはずのメンバーが麻雀で

意気投合！初心者歓迎。見学だけも OK。 

知的財産研究 

同好会 

７月１０日(日) 13：30～15：00 

●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 

こんなのあれば便利！等アイデア募集中 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

７月例会：１９日（火）参加費：500円 

13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋 
受付で「ひばりクラブ」とお伝えください。 

【1周年記念大会】 楽しみました！ 報告 

優勝：西ケ花淳子さん ２位：渡辺 徳廣さん 

３位：宮本昭二さん 特別賞：大山冨美子さん 

将棋同好会 

 

毎月第２・４木曜日・午前が活動日。 

７月は１４日と２８日 9：30～12：00 

はつらつ館２階 中会議室 

その日のメンバーで対戦します。 

初心者の方も歓迎です。駒の進め方から

お教えします。是非覗いてみてください！ 
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お仕事の紹介（派遣） 
  時間等 募集人数 

  

月～土(週３日) 

8：00～10：00 

15：00～17：30 

１名 

お仕事の紹介（請負・委任） 
  時間等 募集人数 

  
月～土 

7：00～10：00 
１名 

  
土・日 

15：00～21：00 
２名 

  
水・日（不定期火） 

16：30～21：30 
１名 

  
土日祝 

18：00～21：00 
１名 

  
週４日 

9：00～15：00 
１名 

  
月・火・水・木・土 

8：00～9：00 
1名 

  
月～日（ローテ） 

8：00～13：00 
１名 

  
月・火・水・日 

8：00～11：30 
１名 

  
日～土 

14：00～18：00 
１名 

  
日～土（ローテ） 

7：00～9：30 
１名 

  
１日４時間程度 

(ローテーション) 
２名 

  
月・木 

8：30～12：00 
１名 

  
月8～11：00 

木8～10：00 
１名 

  
月・木8～10時

の間で１時間 
１名 

  
火 

9：00～12：00 
１名 

  
月 

午前中１時間 
１名 

  
火または金 

9：00～11：00 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
月・木 

8：30～10：30 
１名 

  
週１回（月曜） 

午前３時間 
１名 

  
週１回 

午前３時間 
１名 

  
週１回（金曜） 

午後３時間 
１名 

 
 

事務所には随時新しいお仕事を貼りだし

ていますので、いつでもご来局下さい。 

配分金の支払日 
６月就業分 ７月１５日（金） 

７月就業分 ８月１５日（月） 
 

 

入会希望者説明会の日程 
７月１２日（火） 

８月９日（火） 
 

シルバーやさい広場 
西芦屋ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸと  

朝日ケ丘西公園で 

開催中！（毎週 金 曜日） 
＊曜日が木曜日から金曜日に変更になりました。 

 

 

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。 

７月２７日 ８月３１日 

９月２８日 １０月２６日 
 

刃 物 研 ぎ 
●エルホーム芦屋（浜町）  ７月２１日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） ７月２７日（水） 

（７月・８月は西芦屋、朝日ヶ丘は開催無し） 

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

 

 

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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「阪急東地区交流会」報告 
６月２５日（土）、今回は朝日ヶ丘町・岩園町・六

麓荘町の地区交流会。８６名対象中、２１名（２４．

４％）と会員活動委員の３名、合計２４名が出席。 

地域の世話人の方と初めてお顔合わせとなる方

がほとんどで、これからのポスティングも親近感が

深まるきっかけとなりました。 

趣味、シルバーの仕事のこと、同好会へのお誘

い、はたまたＥＵ問題！等の話題もあり、１時間半と

いう短い時間でしたが、笑いも交えながらの交流会

となりました。 

 
 

前期会員研修バスツアー報告 
６月３日（金）久々の満席となったバスツアー。晴

天の中、７時半に山中芦屋市長に見送られ倉敷へ

と出発しました。会報「はつらつ芦屋」にも掲載して

いますので

ご覧ください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

会報「はつらつ芦屋」第２２号 

同封しています！ 
感想などをお聞かせ下さると嬉しいです！  

 

 

☆平成２８年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

安全は 心のゆとり 思いやり 
 

☆兵シ協安全就業推進標語 

点検は あなたを守る 命綱 
 

☆全国シルバー人材センター 全国統一スローガン 

見逃すな ヒヤリで済んだ あの経験 

昨年度８月、皆様にご協力いただいた「健康・

生活アンケート」の分析結果が届きましたので、別

紙によりご報告いたします。詳細はそちらをご覧く

ださい。 
 

キッズサポート“まつぼっくり” 

４月１日から金曜日も開設！ 
●開設日時：月～金曜日・９時～１７時 

＊この間のご希望時間 ＊第４金曜は休み 

●対象年齢：４か月～就学前 

●利用時間：１人１時間６００円 

＊事前予約必要 

(当日受付は１１時迄)見学自由 
 

 

ＭＡＮパワーチーム研修 
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師と

なって、清掃講習会を開催します。出席は男女問

いません。ぜひご参加ください。 

●日 時：７月２６日（火）13：30～ 

●場 所：はつらつ館     

＊申込は事務局へ（３２‐１４１４） 
 

★夏休み特別企画★無料学習教室★ 
～１学期の学力を診断！夏休みに苦手を克服！～ 

◆実施日：７月３０日（土） はつらつ館 大会議室 

◆教 科： 小学算数＆中学数学 10：00～10：50 

       小学英語＆中学英語 11：00～11：50 

お知り合い、お孫さんなどにお声掛け下さい！ 
 

「はつらつ憩(いこい) サロン」 
出かけることが億劫になってる方、普段から一

人で食事をしている方等、ご近所におられました

ら、是非このサロンをお勧めください。毎回プログラ

ムが変わり、いろいろな体験ができ、昼食はお弁当

をみんなで楽しくいただきます。 

●実施日：毎月第１・３・５木曜日（祝祭日は休み） 

●参加費：無料（弁当代６００円・当日支払） 

＊プログラムによっては別途材料費が必要 
 

はつらつ館を利用される方々へ（お願い） 

毎日沢山のご利用は大変嬉しいことですが、最近

ごみの分別をされない方が増えています。事務所

の自動販売機で購入したもの以外のペットボトルや

缶は、必ずお持ち帰りくださるようお願いいします。 
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