
  

 

 

事 務 局 だ よ り 
URL:http://www.sjc.ne.jp/ashiya/ 

発 行  平成２８年８月 

第 １８８ 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 

１０４８名 

（男61３名･女435名） 

（８月末現在） 

【熊本地震チャリティーバザー】 

ご協力ありがとうございました！ 
７月２３日(土)はつらつ館で、女性の会「芦やん小町」企画のチャリティーバザーが実施されました。 

この呼びかけにより、４０名の会員から多くの寄贈品提供を受け、当日は約１００名の来館者でにぎわ

いました。売り上げは目標額の５万円を上回る５０，５２８円となり、全額を芦屋市社会福祉協議会を通

して、熊本被災地に義捐金として寄付することが出来ました。ご協力ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

             

当センターの活動が放映されます！ 
９月１日から１５日、芦屋広報番組「あしやトライあんぐる」で当センターの特集が 

 放映されます！チャンネルは「１１」。１日５回、朝９時から３時間おきに流れますので 

 ぜひご覧になって下さいね！ 

 

 

 

 

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２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・・・ 

＊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！ 

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。 

出席は男女問わず。ぜひ

ご参加ください。 

●日時：８月２３日（火）13：30～ 

●場所：はつらつ館 

 

はつらつキッチン班の料理交流会のご案内 
食べることが好き！いつもと違った工夫したい！等料理

に興味のある方、男性も OK！どなたでも参加できます。

今回は、『夏を乗り切ろう！彩りそうめん』と題し、いろいろ

な調理法・食べ方を紹介します。調理＆賞味＆情報交換

＆交流会に是非ご参加ください。 

●日時：８月１９日（金）９：３０～１２：００  

●場所：はつらつ館 １階作業室 ●定員：１５名 

●参加費：５００円（当日払い可） 要事前申込 

成年後見制度 勉強会 
 ●日時：８月１６日（火）１３：３０～１５：００   

 ●場所：はつらつ館 中会議室 

成年後見制度は介護保険制度と同時に平成１２

年にスタートした制度で、車の両輪の制度です。 

私たちにとって、認知症は避けて通れない話題

で、そのための “転ばぬ先の杖” として“知っ

てて得、知らずに損”する制度といえます。 

            成年後見制度推進グループ 



７ 月 活 動 実 績 
１２  入会説明会 
13  女性会員拡大推進会 
15  第４回事業運営部会 
19  新入会員オリエンテーション 
22  全シ協派遣担当研修（宮内主査） 

  第３回会員活動委員会 
23  女性の会「芦やん小町」バザー 
25  第４回広報委員会 
26  兵シ協新任役員研修会 

  事務局会議 
27  兵シ協安全推進員研修会 
29  兵シ協若手職員勉強会説明会 

  認知症サポーター養成講座 
 

事業運営部会 
●第４回 （７月１５日） 

・各委員会報告 

・第１四半期実績の報告 

・事故報告 

・Ｊ・ＣＯＭ放映（9/1～15）について 

・３０周年記念事業について 

専門委員会 
●第３回 会員活動委員会（７月２２日） 

・前期会員研修バスツアー報告 

・後期会員研修について 

・地区交流会について 

●第４回 広報委員会（７月２５日） 

・はつらつ芦屋第２３号について 
 

平成28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、技術分

野の自動車運転が派遣業務に移行したため、前

年比３２．４％と大き

くダウンしましたが、

「広報あしや」の配

布業務を始め、順調

に実績を伸ばし、前

年度より３，８４０千

円増の１１４，２８０千

円、１０３．４％となり

ました。 

 
☆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 

【地区交流会】第５弾！浜中地区 
皆さんご自分の地区ご存知ですか！？ 

今回の浜中地区は、浜町と西蔵町です。８月２０日

(土)１３：３０から、はつらつ館大会議室で開催。 

茶話会形式で、意見・情報交換の場としての交流

会です。この地区の方へは別紙ご案内を同封して

いますので見てください。出欠にかかわらず必ず回

答してください。 
 

会報「はつらつ芦屋」第２３号 

投稿記事募集します！ 
おすすめのお店や場所、旅行記、川柳、健康

の秘訣、ペット自慢などなど、なんでも結構で

す。２３号の発行は来年１月の予定です。  
 

 

第４回安全パトロールの報告 
７月５日、向井委員長、永井・菅原・西ケ花委員の 

４名が剪定・除草５か所の現場巡回。安全への注意

を喚起しました。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間、重大事故２件が発生しました。詳細に

ついては別ページに掲載しております。 

就業中、就業途上は常に細心の注意をはらい、

安全第一を徹底して下さるようお願いいたします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故    １７日 

     賠償事故    ２３日 （８月１日現在） 

 

☆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 
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無事故が続いていても、日頃から事故件数が少なくても、何か 1 件事故が発生すると不思

議とその後事故が続く傾向にあります。 

7月の「安全就業強化月間」中に、重篤事故・対人賠償事故が発生しました。 

どうか、皆さん今まで以上に事故防止にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

7月 14日午前 10 時 14 分頃、樹高 4～5ｍ程のカイヅカイブキを伐採中、ベテランの会

員が、足場にしていた脚立から墜落し、懸命の治療の甲斐もなく亡くなられてしまいました。 

事故の概要 

 作業を進める中、上部から 2.5ｍ程度まで切り下げた幹に脚立を縛り付け、その脚立の３段

目辺りを足場にして、先端 50～60㎝程度を切断中、切断した幹を落下させないよう隣の木

を支点にロープで切断部を確保しながら作業していましたが、その幹が何らかの理由で作業

中の会員へ倒れ掛かり、バランスを崩した会員が脚立から塀を越えて道路わきの側溝へ墜落

したというものでした。 

 

  7 月 8日の午前 8時 40 分頃、刈機を使用した除草作業中、刈機の刃が別の会員の左足

ふくらはぎに接触し、負傷させる対人賠償事故が発生しました。 

事故の概要 

 発注者宅の庭の階段を、下から上に向かって A 会員が刈機を運転中、その後方から近付い

てきた B 会員がその会員の右横を通り抜けたいと伝えたため、A 会員は作業を中断し、B 会

員に背を向けたまま刃を左へ避け、B会員が自身の右側から通り抜けるのを待っていました。 

 B 会員が真横を通り抜け、通過したと思い作業を再開しようと刃を正面へ戻したところ、

階段にはまだ B 会員の左足が残っていたため、刈機の刃がその左足に接触し負傷させたとい

う事故でした。 

 

 

 

 

 今後、このような事故が二度と発生しないよう、センター及び安全委員会は、職群班等から

の意見も聞きながら、事故の防止策を入念に検討し、再発防止に向けた取り組みを推進してい

きます。 

※事故発生のイメージです。 

 実際の作業者とは関係あり 

 ません。 
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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： ８/３・１７、９/７・２１（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 

   チョコット・フキトール製作 

 ●日時：８月１３日（土）１３：３０～１５：００    

 ●場所：はつらつ館 作業室２ 

端切れを使ってペーパーホルダーの

製作。秋まつりでの販売に向けて一緒

に作りましょう。  ジャポニカ製作チーム 
 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①Windows10を使う  9/2・9・16・23(金) 

②パワーポイント入門 9/5・12・26(月) 

③ワード応用 9/5・12・26(月) ●募集 各講座 10名 

時間 ①②10:00～12:00 ③13:30～15:30 

受講料①4回2,500円 ②③3回2,000円（教材費別） 

◆個人教室 

日時 9/7・14・21・28(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 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：全講座受講料支払で受付済（先着順） 
 

 

    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 
８月２７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」④＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ 

●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。 

着 付 教 室  
●日 程：８/２５、９/８（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：８/２・１６、９/６・２０（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 

傾聴グループ「はつらつコール」主催  や さ し い 「傾 聴 講 座」 
仲間や知人、特にご家族とのコミュニケーションが、好転する「傾聴」。下記の日程で講座を開催いたし

ます。皆様のご参加お待ちしています。＊受講者の年齢は問いません！ 

 ●９/７・２１、１０/５・１９、１１/２（水） 全５回 ●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) 

手芸講座のご案内★和のパッチワーク・キルト★ 
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。指先をチクチク動かし楽しく脳トレしましょう♥ 

●日時：８月３０日（火） 13：30〜15：30 ●場所：はつらつ館 ２階 中会議室 

●参加費：５００円（材料費含む）    ●定員：１５名（先着順） 

●持ち物：裁縫道具・布用はさみ・ものさし・キルト糸・針 短針 8（四ノ三） 

      ●締め切り：８月２２日（月）  ●申し込み：事務所受付用紙に記入(参加費前納) 
  

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：８月８・２２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」 

  

＊会員どなたでも参加できます。ゴルフ同好会以外は申込み不要ですので直接お越しください。 

＊同好会は、３名の世話人が集まれば、いつからでも立ち上げ可能です。詳しくは事務局まで。 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

第４１回 ASG会コンペを有馬富士カントリークラブにて、開催します。 
日時：９月１４日(水)  アウト／イン 共 ８時０７分スタート 

参加費：１，０００円／プレー費７，５００円(昼食費込)  

参加申込締切：８月２６日 向井  小幡   津川  

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。 

見学も自由です。 

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 

カメラ愛好会です。どんな活動しているか

見学に来てください！ 

問合せ：  黒住  

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 

8月25日（木）13：00～16：00  

 はつらつ館２階中会議室 

8月の定例会は 1回のみです。 

（いつもは毎月第２・４木曜日です） 

雑談しながらの楽しいひとときです。一緒

に絵を描きませんか？ 

今月 2 日から 31 日まで浜町のエルホー

ムで、OLIVE の作品展示会をしています。

是非お立ち寄りください！ 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

８月１４日(日) 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

急に予定がなくなった、待ち合わせに時間

がある、等など気軽に立ち寄ってください。 

～フリートークの場です～ ＊自由参加 

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。まずは一度のぞきに来てください！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

映画・DVDを観て語り合う同好会です。 

日時：９月１３日（火）13：30～16：00 

場所：はつらつ館２階中会議室 

上映予定：NHK BS『ザ・ピーナツの世界』 

＊参加費なし。当日直接お越しください。 

＊上映作品募集中 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

８月12日・26日 12：00～15：00 

●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歩程度の運動量で

す。性別年齢に関係なく楽しめます！  

初めての方大歓迎！ 体験参加も歓迎！ 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

８月１３日（土）  9：00～12：00 

８月２７日(土)  13：00～16：00 

就業先も住んでいる地域の全く違う、年

齢・男女も関係なく、楽しんでいます。興味

のある方は見学に来てください。 

知的財産研究 

同好会 

８月１４日(日) 13：30～15：00 

(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 
・こうしたらいいのに！シャッター店舗の活用 

・こんなあれば！便利グッズについて 等 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

８月１６日（火）13：00～16：00 

参加費：500円（ドリンク付き） 

●ジャンカラ芦屋店 

初めての方でも大丈夫！当日、現地受付

で、「ひばりクラブ」とお伝えください。 

＊駐車場・駐輪場はありません 

将棋同好会 

 

第２・４木曜日ですが8月は１回です 

８月２５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。初心者歓

迎します。涼しい部屋で熱い戦いを！！ 

ぜひ覗いてみてください。 
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お仕事の紹介（請負・委任） 
  時間等 募集人数 

  
月～土 

6：00～9：00 
１名 

  
月～土 

6：00～１２：00 
２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～土 

7：00～8：30 
1名 

  
月～日（うち３日） 

8：00～12：00 
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 

  
月・木 

8：30～12：00 
１名 

  
週３回 

8：00～16：00 
１名 

  
月・木8～10時

の間で１時間 
１名 

  
火 

9：00～12：00 
１名 

  
月・木 

10：00～14：00 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週１回 

２時間 
１名 

  
週３回 

9：30～４時間 
１名 

  
週１回（日曜） 

午後２時間 
１名 

  
週３～４回 

7：30～8：30 
１名 

  
週2～3回 

夕方2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。 
 

 

当センターは、お盆の期間中もお休みはありません。 

配分金の支払日 
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） 
 

 

入会希望者説明会の日程 
８月９日（火） 

９月１３日（火） 

１０月１１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） 
 

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。 

８月３１日 ９月２８日 

１０月２６日 １１月３０日 
 

刃 物 研 ぎ 
●はつらつ館（野菜市同時開催） ８月３１日（水） 

★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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