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第 １９１ 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 

１,０８１名 

（男631名･女450名） 

（１０月末現在） 

 

『設立３０周年記念事業実行委員会』が立ち上がりました！ 
平成２９年度は設立３０周年を迎えます。９月の事務局だよりで委員募集をしましたが、このたび、総勢２７名が

実行委員として委嘱され、３つの部会に分かれ、１年かけて様々な行事について協議を進めていきます。内容

等は事務局だよりで報告いたしますので、会員皆さんのご協力もよろしくお願いいたします。(メンバー紹介は次号) 

 

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! 
この調査は、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、ダイヤ高齢社会研究財団と全国のシ

ルバー人材センターが共同で実施しており、当センターも昨年度から参入しています。 

介護予防事業に活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、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。昨年提出された会員も新規の会員も、全会員が対象です。 
 

１２月９日までに、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№○○○○) 

② ５１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。 
 

 

配分金に関わるお知らせ 
「請負・委任」によるシルバー人材センターの就業については、会員はその仕事量によって配分金を受け取る

仕組みとなっています。また、配分金は所得税法上「雑所得」として取り扱われますので、賃金ではありません。 

このたび、兵庫労働局から、兵庫県最低賃金改正決定の答申があり、最低賃金の時間額が８１９円となりまし

た。配分金は賃金としては扱われませんが、センターとしまして、発注者様のご理解ご協力を求め、１０月１日

付けで配分金単価の改定についてのお願い文書を発送しました。 

現在継続中の契約で最低賃金を下回る業務は平成２９年１月１日就業分から改定されることとなります。 

 ＊現在１時間当り８００円単価は８２０円になります。 

 ＊現在１時間当り８５０円の契約については現行のままです。 

 ＊一部、内容により８５０円単価が８７０円になる契約もあります。 

    (食事サービス、子育て支援サービス、家庭の屋外作業等が対象です) 

＊兵シ協に雇用されている派遣就業については、賃金となりますので、１０月１日から改定されます。 

宛名ラベルの

ここです! 



１０ 月 活 動 実 績 
4  第１回３０周年記念事業実行委員会 
  第１回３０周年記念事業部会 

11  入会説明会 
12  第４回企画委員会 
13  第３回適正就業推進委員会 
14  第５回会員活動委員会 
15  シルバーの日ボランティア 
17  第１回３０周年広報・記念誌部会 
18  新入会員オリエンテーション 

  アンケート検討会 
20  兵シ協事業推進大会 
22  地区交流会(南芦屋浜地域) 
24  第７回広報委員会 
25  中間監査 

  第４回地域支援委員会 
  兵シ協事務集中化意見交換会(今井) 
  事務局会議 

26  介護保険セミナー 
27  第１回３０周年総務・式典部会 
28  第３回理事会 

理 事 会 
●第３回 （１０月２８日） 

・設立３０周年記念事業実行委員会設置要綱の

制定について 

・理事長及び常務理事の職務執行状況の報告 

・上半期の事業及び収支報告、中間監査 

・各委員会・事業報告 

・３０周年記念事業について 

専門委員会 
●第４回 企画委員会（１０月１２日） 

・会員の拡大（街頭宣伝・１人が１人紹介運動・ 

出前入会説明会ほか） 

・会員アンケートについて 

・会員による新規事業の募集について 

●第３回 適正就業推進委員会（１０月１３日） 

・適正な受託の点検と就業率の向上について 

・適正就業基準の見直しについて 

・５年ルールの運用について 

・アンケート調査の結果について 

●第５回 会員活動委員会（１０月１４日） 

・後期会員研修について 

・地区交流会について 

・シルバーの日ボランティアについて 

●第７回 広報委員会（１０月２４日） 

・はつらつ芦屋第２３号について 
 

３０周年記念事業 
●第１回 実行委員会（１０月４日） 

・設立３０周年記念事業実行委員会設置要綱について 

・実行委員会委員の委嘱について 

・委員・副委員長の選任について 

・統一テーマについて 

●第１回 記念事業部会（１０月４日） 

・部会長・副部会長の選任について 

・所掌事務の確認について 

・今後の進め方について 

●第１回 広報・記念誌部会（１０月１７日） 

・部会長・副部会長の選任について 

・所掌事務の確認について 

・記念事業の広報及び記念誌の発行について 

●第１回 総務・式典部会（１０月２７日） 

・部会長・副部会長の選任について 

・所掌事務の確認について 

・表彰・式典について 
 

２８年度・上半期事業実績 
 上半期（４月～９月）の実績は請負契約２３１,２９５

千円で前年比１０２．４％の伸び。運転業務などは

派遣契約に移行し、その分の契約額は減少しまし

たが、芦屋市から受託した広報あしやの配布を受

注したことで増加を維持しました。また派遣契約は 

６,５０１千円で前年比２５４．９％。合計２３７,７９６千円、

前年比１０５．４％となりました。 
 

請負契約実績グラフ 

 
 

201７会員手帳が届きました！ 

 事前申込みされた方は、３００円をご持参の上、 

事務局でお受け取りください。 

 また、在庫もありますので、ご希望の方は先着順  

にて販売いたします。 

単位：千円 
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「地区交流会」（南芦屋浜地域）が開催されました（報告） 

南芦屋浜地域・世話人 大前 浩典（会員番号 1908） 

１０月２２日(土)南芦屋浜地域の１５名の参加者で地区交

流会が開催されました。自己紹介をかねて、それぞれの経

歴や趣味を話しあって、和やかに交流を深めました。会員の

中には、阪神大震災のときに、仲間と東京まで歩いて行った

苦労話や、アルコール中毒にならないための予防法など、防

災から健康まで、いろいろな話題で盛り上がりました。そして、

シルバーの仕事を続けていくことが、長寿と夫婦円満のため

にいかに大切であるかを、みなさん実感されたようです。 

★以降の実施予定＝できるだけ予定を空けてご参加くださいね！(該当の方には別途案内します) 

●１１月２６日(土) 阪急西＆奥山地区（三条・西山・山芦屋・東山・東芦屋・山手・奥山・奥池・奥池南） 

●１２月１７日(土) JR西地区（大原・船戸・松ノ内・上宮川・月若・西芦屋・三条南・前田・清水・業平） 

●２月４日(土)  海浜東地区（新浜・浜風・高浜）  ●３月４日(土) 海浜西地区（若葉・緑・潮見） 

●３月２５日(土)  阪神西地区（宮塚・茶屋之・宮川・大桝・公光・精道・川西・津知・平田北） 
 

介護保険制度講習会が開催されました 
介護保険制度の改正点および「介護予防・日常生活支援総合事

業」の概要についての講習会が１０月２６日開催されました。 
 

 濱野 美智子（会員番号 2488） 

介護保険が改正されるという話は飛び交っていたので、出前講座

という話を聞き、喜んで参加させて頂きました。 

要支援１・２が無くなってしまうといいう漠然とした情報だけが一人

歩きして「福祉の切り捨て」になるのではと心配していましたが、今回の講座に出席して杞憂に終り、安心

しました。平成２９年４月より予防給付（要支援１・２）訪問・通所介護は市町村の実施する総合事業に移

行し、我々シルバー人材センターが活躍出来る場が増え、嬉しい限りです。改正点のポイントとして①自

己負担は１～２割②特別養護老人ホームの入所を要介護３以上に限定③居住費・食費の補助の見直し

④要支援者のサポートを市区町村に移行⑤小規模デイサービスの開設規制等。要支援者自身の能力

を最大限活かしつつ高齢者が高齢者を支えるシルバーの特色を活かし、貢献できたらと思います。 
 

芦屋市シルバー人材センター女性の会 

「芦やん小町」女性の集いのお誘い 
今年度で３回目となる「女性の集い」が１月２１日(土)１３時から市民センターで開催されます。 

今回は、同世代でもある「三味線放談・喜味家たまご」さんをゲストに迎え「人生、笑って暮らしたい」と

題し、講演＆演奏をお楽しみ頂こうと企画しました。もちろん茶話会もあります。(当日３００円徴収) 

今年度は芦屋市在住の６０歳以上であれば、姉妹・お友達も参加できる会にしました。 

一人では参加しにくいわ・・・と思う方も多いようですが、来

てみて、しゃべってみれば、うちとけお知り合いになれます。ま

た、誰かを誘っての参加もできますので、まだ参加したことの

ない方も是非お越し下さい。定員は８０名。お早目のお申込み

を！（お知り合い参加の場合は、その方のお名前、年齢、居住

町名をお知らせください。） 

同封の“芦やん小町通信№２”もご覧くださいね！ 
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お仕事の紹介（派遣） 
  時間等 募集人数 

  

月～土(ローテ) 

11：30～14：00 

17：00～19：30 

１名 

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 

  
日 

17：00～20：00 
各１名 

  
月～土 

8：30～11：30 

12：15～16：00 
４名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

16：30～21：30 
１名 

  
土日祝 

18：00～21：00 
１名 

  
曜日相談 

18：30～20：30 
１名 

  
月～日（ローテ） 

8：00～13：00 
１名 

  
日～土 

14：00～18：00 
１名 

  
水・金 

8：50～15：50 
１名 

  
月・木・土 

3時間 
１名 

  
月・木8～10時

の間で１時間 
１名 

  週2回1時間 １名 

  
月か木 

15：00～16：00 
１名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

12：30～16：30 
１名 

  
月・木(ローテ) 

8：30～10：30 
１名 

  
水 

8：00～12：00 
1名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３日 

6：00～10：30 
１名 

  
月２回 

１時間 
１名 

  
週３回 

9：30～４時間 
１名 

  
月・金 

午前４時間 
１名 

  
月１回火曜 

午前2時間 
１名 

  
木・土の 15時～

２～３時間 
１名 

  
週３～４回 

7：30～8：30 
１名 

  
週1回 

2時間 
１名 

  
週2～3回 

夕方2時間 
１名 

  
金 

１６：００～３時間 
１名 

  
週１(相談) 

１１～１４：00 
１名 

 

 

１０月の安全パトロール 
１０月４日、向井委員長、永井委員の２名が剪定・除

草３か所を巡回。安全への注意を喚起しました。 

 
～～事故ゼロ運動～～ 

今期間は事故ゼロ。ぜひともこの調子で達成日

数を増やしていきましょう！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故   ８８日 

     賠償事故  １２１日 （１１月７日現在） 
 

☆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 
  

 

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 

   
 

会員の訃報 

故        様 

ご冥福をお祈りいたします 
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認知症サポーター養成講座(まだの方は受講して下さい) 
～サポーターの優しさがなぜ必要？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その家族を温かく見守る応援者のこ

とです。会員みんなが認知症の正しい理解をして、応援者になってほしいと願い講座を開催します。「会員全員

サポーター」を目指しています。（現在１２７名がサポーターです） 

●日程：１１月２９日（火）  ●時間：１３：３０ ～ １５：３０  ●場所：はつらつ館２階 大会議室 

●講師：認知症の人をささえる家族の会「あじさいの会」代表 安宅 桂子氏  ●申込：電話３２-１４１４ 

 

 

 

企画委員会発信！会員拡大強化月間【１０月･１１月･１２月】 
企画委員会では、今年度は【１０月・１１月・１２月】を「会員拡大強化月間」とし、「１会員が１人紹介運動」 

を推進します。この期間にご紹介者が入会されたら、 

養父米１キロ進呈！ 
是非、配偶者・友達・お知り合い等をお誘いください。（入会説明会は毎月第２火曜日１３：３０から） 

 

 

    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：１１/１６、１２/７・２１、１/４・１８（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） 
◆Windows10入門  12/2・9・16(金) 

受講料 3回2,000円（教材費別）●募集 １0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） 

◆個人教室 

①スマホ個人教室 12/5・12・19(月) 

②年賀状など個人教室-1 12/5・12・19(月) 

③年賀状など個人教室-2 12/7・14・21(水)  

時 間 ①③10:00～12:00 ②13:30〜15:30  

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 2,500円 各日 5名 

「はつらつ写真館」  会員は特別割引！ 

プロが撮る記念の１枚！肖像写真や家族写真を撮りませんか？プリントする写真をその場で選べます。 

●日時：１２月８日（木）10：00～12：00（偶数月・第1木曜日に開催） ●はつらつ館 中会議室 

●定員：１０名   要予約 （申込用紙は事務所にあります） 

●撮影料：一般＝2000円 会員＝1000円  ●プリント料：２Ｌ１枚＝200円 Ａ４1枚＝500円  

＊撮影したデータをパソコンで表示 ご希望の画像を選ぶことが出来ます。写真のプリントは後日事務所で

お渡しします。 （撮影・プリント料は当日頂きます。） 

「お 手 玉 の 会」 練習会 
女性だけでなく、男性も参加可能！お手玉を使った遊びは、昔遊びの伝承だけでなく、高齢者にとって身体を

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。    １１月８日（火）１０：００～１２：００  はつらつ館 大会議室 
 

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 ： １１月２２日（火）13：30～    ●場所 ： はつらつ館 
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    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２６日（土）10:00～12：00 

英語ｄｅポピュラーソング ＋  

映画「メリーポピンズ」③＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ 

●受講料 ： ５００円＋テキスト代50円 

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

●日時：10/1・15、11/5・19、12/3・17（土） 
●時間：10：00～12：00 ●場所：大会議室  

●受講料：１回５００円＋教材費50円 

着 付 教 室  
●日 程：１１/１０・２４（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：１２/６・２０、１/１７・３１（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 

手芸講座のご案内★クリスマスリース★ 
ふんわりお花がのったホワイトリース。物作り大好きなメンバーがご指導します。指

先をチクチク動かし楽しく脳トレしましょう♥ 

●日時：１１月２９日（火） 13：30〜15：30 ●場所：はつらつ館 ２階 中会議室 

●参加費：８００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 

●締め切り：１１月２１日（月）   

●申し込み：事務所受付用紙に記入(参加費前納) 
 

 

 

兵シ協事業推進大会に参加！ 
 １０月２０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・即売ブースでは手作り班「花

こもの」が参加。今年は、当センターからは会員４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！ 
会員２５年 鈴木 義行 
〃 １５年 岡村 政男 ・ 堀 公二 ・ 和田 壽夫 

職員１５年 宮内 大輔 
 

 
 

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 

開催中！（毎週 金 曜日） 

はつらつ野菜市 
原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！ 

１１月３０日 １２月２１日 

１月２５日 ２月２２日 

＊１２月は最終水曜日でなく２１日になります。 

 

刃 物 研 ぎ 
●西芦屋ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ(山幹沿い) １１月４日(金） 

●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ  １１月１１日（金） 

●エルホーム芦屋（浜町）  １１月１７日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催）１１月３０日（水） 

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

 

配分金の支払日 
１０月就業分 １１月１５日（火） 

11月就業分 12月15日（木） 

 

入会希望者説明会の日程 
１１月８日（火） 

１２月１３日（火） 

１月１７日（火） 
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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。 

＊メンバー３人いれば、同好会の立上げができます。詳しくは事務局にお問い合わせください。 

 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：１１月１４・２８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、忙しい貴方に代わっ

て芦屋霊園内のお墓清掃を承ります 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

第４３回ASG今年度最後のコンペです。 まだ、参加人数に若干余裕があります。 

日時：１１月１６日(水) ロータリーゴルフクラブ ニューコース ８時５３分スタート 

詳細は、担当まで連絡ください  向井 小幡 津川 

★１０月１９日にライオンズカントリー倶楽部にて開催された第４２回のコンペ結果★ 

おめでとうございます！  優勝：長濱文子  ２位：平松靖孝  ３位：矢田英俊 

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室 ★見学自由 

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 

カメラ愛好会です。見学に来てください！ 

問合せ： 黒住 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 

１１月１０日は、【写生会】 13：00～ 

仲ノ池公園（岩園町)に現地集合です。 

毎月第２・４木曜 １３:００～16：00 

紅葉に染まる時節になりました。秋の風景を一

緒に描きませんか・・ 

●１１月２４日は、はつらつ館中会議室です。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

１１月１３日(日) 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

～自由参加・フリートークの場です～ 
急に予定がなくなった、待ち合わせに時間がある

など、そんな時でも気軽にお立ち寄りください。 

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。編物初心者でも大丈夫！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

１１月８日（火）13：00～16：00 

はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 

上映：洋画「心の旅路」 １９４２年作品 

戦争で記憶を失った成年が結婚、しかし事故により

記憶を取り戻した彼は、結婚生活の記憶を失ってし

まう。妻の思いに涙せずにおれない名作です。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

毎月第２・４金曜日/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。NHK「がってん」でも”ボケ防止“、 

“うつ”に効果があると放映されました・・・ 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

１１月１２日（土）  9：00～12：00 

１１月２６日(土)  13：00～16：00 

１０月８日の、第４回「はつらつ杯」は２０名

が参加。 入賞者  優勝：青柳 博   

２位：木瀬健四郎  ３位：宮本昭二 

知的財産研究 

同好会 

１１月１３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 
今回のテーマ：便利グッズ/実用新案 「爪も

み」「つぼ指圧」～”三徳くん“ 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

１１月１５日（火） 参加費：500円 

13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋 

初めてでも大丈夫！現地受付で、「ひばり

クラブ」とお伝えください｡ (ソフトドリンク付) 

将棋同好会 

 

毎月第２・４木曜日・午前が活動日。 

１１月１０日・２４日9：30～12：00 

はつらつ館２階 中会議室 

初心者さんもベテランさんも歓迎します。

当日の参加者で対局します。ぜひ覗いて

みてください。 
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保育所ボランティアにご参加を！ 
 伝承遊びや将棋、会員の手づくりおもちゃで遊ぶ、豆まき鬼になって一緒

に遊ぶ、などなど、保育所ボランティアへの参加をお願いします。たくさん

の皆さんのご参加お待ちしています。事務局太田まで連絡ください。 
（現地集合・現地解散） 

１月１０日（火） 緑保育所 緑町２－４ 10：00～11：00 お正月遊び・伝承遊び・将棋・お手玉 

１月１６日（月） 大東保育所 新浜町８－１ 10：00～11：00 阪神大震災のお話・伝承遊び・将棋 

１月１８日(水） 打出保育所 宮川町４－１０ 10：00～11：00 手づくりおもちゃを一緒に作る・遊ぶ 

１月２３日（月） 新浜保育所 新浜町１-１ 10：00～11：30 伝承遊びや手作りおもちゃで遊ぶ 

１月２５日（水） 精道保育所 精道町９－１６ 10：00～11：00 特技の披露・伝承遊び 

２月３日（金） 岩園保育所 岩園町２－１８ 9：30～11：00 豆まきの鬼になってほしい 
 

 

 おもちゃ作り 参加者募集！ 
 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・羽子板・折り紙で作るコマ等です。どなたにでも出来る作業です。男女・年齢関

係なく、お時間のある方はご協力ください。地域支援委員が当日お待ちしています。 

 ●１１月１８日（金）13：30～ 中会議室  ●１１月２１日（月）10：00～・13：30～ 作業室2 

 ●１１月３０日（水）13：30～ 作業室２                    ＊材料は用意しています 

 

全国シルバーの日のボランティア活動 

ご参加の皆さん！ご協力ありがとうございました！ 
 １０月１５日（土）晴天の中、２号線沿い＆中央線の歩道を会員・職員総勢４６人で清掃活動を

しました。“綺麗な街”芦屋ですが、車道沿いなのでポイ捨てのタバコが多く１時間程の清掃活動

で、さらに綺麗な街になりました。 

 

養父市から温石米（おんじゃくまい）天日干の新米が届いています！ 

マグネシウム・鉄等のミネラルをたっぷり含んだコシヒカリです。 

数に限りがありますのでお早めにお買い求めください。（白米・玄米） 

養父市ＳＣから新米登場！ 
 

温石米はひょうご安心ブランド・兵庫県認証商品です。 
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