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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 

１，０９５名 

（男６２４名･女４７１名） 

（８月末現在） 

設立３０周年記念事業 
９月９日（土） 『シルバーオンステージ』 １１:３０会場 １２:００開演 
市民センター別館２階の音楽室で初めての発表会！コーラス、三味線、詩吟、 

楽器アンサンブル、フラダンス、手品等々、会員＆その仲間１５組、総勢約１００名が出演します。 

参加者でなくても、自由に観ていただくことが出来ます。是非ご来場ください！ 
 

１０月２２日(日) 『シルバーフェスティバル』  １０:００～１６:００ 
●はつらつ館全館 

★バザー（10：00～売り切れまで）  ★親子体験手作りコーナー 

★健康度測定及び健康相談コーナー(保健師さん来館)  

★絵手紙コーナー＆こどもぬり絵コーナー 

★将棋・囲碁コーナー  ★手作り小物展示販売 ★こども遊びコーナー 

●南側道路（歩行者天国） 

★軽食出店（ポップコーン、コーヒー等） ★ソフト金魚すくい ★バルーンアート 

★おもちつき実演（ぜんざいの振る舞い） ２回（11：30～・13：30～） 

★野菜＆新米市（養父市＆三田市から、新鮮野菜や新米が届きます。） 

＊ご来場記念粗品進呈（先着３００名様） 

バザー用の品物、とっておいてください！！ 
ご家庭で不用な贈答品・日用雑貨･食料品（消費期限内のもの）・電化製品・ＣＤ、ＤＶＤ等々処分せずにとっ

ておいてください。収益金は寄付いたしますので、ご協力お願いいたします。（古着は受付なし。下着・靴下の

新品のみ）＊受付日等は、１０月の事務局だよりでお知らせします。 
 
 

１１月１８日（土）～２０日(月) 『会員作品展』 市民センター３０１・３０２号室 
会員の力作を展示します。絵画、写真、各種手作り作品等々、申込締切は９月１５日です！ 

 

記念誌に掲載する「会員の声」を募集しています。まだ掲載に余裕があります！ 

せっかくの機会、「記念誌」にご自分の文章を載せてみませんか？ 
文字数：150字・内容「シルバーとのかかわり」 

 

１１月１９日『設立３０周年記念式典』 
 先月号でお知らせしましたが、記念式典・出欠ハガキまだの方はお急ぎください。
会場の都合上、人数把握が必要ですので、欠席の方も必ず返信してください。 

式典当日の抽選会では、このハガキ(出席の方のみ)が抽選券となります。 

（ハガキをなくされた方は事務所にあります。９月１１日必着） 
 

 ●記念式典＝オープニング演奏・表彰・３０年の歩み（ＤＶＤ）の放映 

 ●記念講演＝角 淳一氏   ●お楽しみ抽選会 
   

★会場の都合上、ハガキによる出席回答がない場合、当日の参加ができません。 

「会員の声」 

募集中！ 
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８ 月 活 動 実 績 
1  第１１回３０周年記念事業部会 
2  街頭普及啓発(ＪＲ芦屋駅周辺) 
3  隣接地ｼﾙﾊﾞｰ理事長会議(理事長・次長) 
8  入会説明会 
9  第３回企画委員会 

10  街頭普及啓発(阪神芦屋駅周辺) 
15  新入会員オリエンテーション 
17  芦屋市へ要請行動(役員) 

  第２回適正就業推進委員会 
18  芦屋市＆ＳＣ定例合同会議 

  第５回事業運営部会 
21  第１１回３０周年広報・記念誌部会 
22  第３回地域支援委員会 
24  第１１回３０周年総務・式典部会 
25  街頭普及啓発(南芦屋浜) 
2６  地区懇談会（阪急東地区） 
28  第５回広報委員会 
29  事務局会議 
31  第２回阪神ブロック会議（北田常務） 

 

事業運営部会 
●第５回 （８月１８日） 

・小町カフェ事業について 

・３０周年記念事業関連について 
 

 
 

専門委員会 
●第３回 企画委員会（８月９日） 

・平成２９年度実施計画の具体化について 

 （会員の拡大（街頭普及啓発）・講習会） 

●第２回 適正就業推進委員会（８月１７日） 

・就業率向上に関する検討について 

・ガイドラインを活用した会員への周知について 

・就業相談箱の周知と活用について 

●第３回 地域支援委員会（８月２２日） 

・認知症サポーター養成講座の実施について 

・地域ニーズの研究について 

・保育所ボランティアについて 

・紙芝居ボランティアについて 

・芦屋市役所特設ブース設置について 

●第５回 広報委員会（８月２８日） 

・はつらつ芦屋２５号について 
 

芦屋市＆シルバー定例合同会議報告 
８月１８日(金)、芦屋市からは福祉部長・地域福

祉課長・高齢介護課長・高齢福祉係長が、当セン

ターからは山村理事長・大内副理事長・河村企画

委員長・中塚地域支援委員長・北田常務理事・事

務局(白井次長)が出席し、連携を深めるための協

議及び情報交換を行いました。 

当センターからは、公共の仕事がセンター事業

の３割は確保できればという要望や国からの認可

事業のアピールを、芦屋市からは、センター会員に

是非「ひとり一役活動」に参加してほしいとの要望

がありました。また、４月スタートの総合事業に関し

ては、実績報告や情報交換を行いました。 

そして以前から要望をしていた、市役内でのコー

ナー設置がこのたび実現します。 

市役所北館にセンター紹介コーナーを設置 
９月２５日(月)～２９日(金)の１週間だけですが、

市役所北館(東北角)でセンター事業が紹介できる

コーナーが設置されます。来館者にシルバー人材

センターをアピールできるよい機会となります。 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は就業途上の自転車同士の事故、清掃

就業中の骨折事故と、２件の傷害事故が発生。自

転車事故が全国的に増えています。くれぐれも気

を付けて就業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    ３日 

     賠償事故   ５３日（９月４日現在） 

 

☆平成２９年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

あわてず あせらず 深呼吸 
 

☆兵シ協安全就業スローガン（H29年度～H31年度） 

危ないぞ 言える勇気と 聞く心 
 

☆全シ協 全国統一スローガン（H29年度～H31年度） 

事故防止､急ぐな､あせるな､気を抜くな 
  
 

シルバー会員手帳、申込開始！ 
 ２０１８年会員手帳の申し込みを開始します。 

 一部負担(３００円)が必要となります。ご希望の方は 

１０月３１日までに事務局までお申し込みください。 

芦屋市シルバーの名入りです。 
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シルバー人材センターへの支援を要望しました 
８月１７日、今年も理事長をはじめ役員が、さらなるシルバー事業への支援を求めて、山中市長と

帰山市議会副議長を訪問しました。高齢者の就業の支援だけでなく、地域への貢献活動もアピールし

て、公共の仕事の発注、活動場所の拡大等も要望しました。 

    
 

『街頭普及啓発活動』実施しました！ 
今年度は、８月２日にＪＲ芦屋駅前の３カ所、８月１０日には

阪神芦屋駅周辺、８月２５日は海洋町のマルハチスーパー前

において、会員募集及びセンター事業周知のために、理事及

び企画委員がリーフレットの配布をしました。 

嬉しいことに、当日早速入会

説明会に申し込まれた方もおら

れました。 
会員の皆さんもお知り合い、

お友達に入会促進をお願いし

ます。 

 
 

  
 
 

高齢者スポーツ大会の参加者募集!! 
パン食い競争、スプーンリレー、綱引きなど秋空の下、健康保持のために運動しましょう！ 

参加賞・お弁当・お茶付きです。シルバーチームで頑張りましょう！ 

●日 時 ： １０月２１日（土）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・・・ 

●〆 切 ： ９月２０日（水） 

是非ご参加下さい！お申込みは事務局まで 
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シルバーオンステージ 

出演！ 

９月９日（土） 

ぜひ観に来て 

楽しんでください！ 

【介護予防・日常生活支援総合事業】 

芦屋市生活支援型訪問サービス従事者研修のご案内 
平成２９年度から実施されている「介護予防・日常生活支援総合事業」。この総合事業に関わる仕事

に従事するためには、市が実施する２日間の「芦屋市生活支援型訪問サービス従事者研修」の受講

が必要となり、受講後に芦屋市から交付される「修了証」を持っていることが就業の条件となります。 

申込用紙は当センターにありますので、ご来局下さい。 

●日時：９月２６日（火）・９月２９日（金） 両日とも９：００～１６：１０（２日間すべての受講が必要） 
●場所：はつらつ館 大会議室  ●定員：５０名（先着順） ●受講料：無料 

●申込期間：９月１日（金）～９月１５日（金） ●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課（３８－２０４０） 
 

 

 

 

 

企画委員会からのご案内【会員スキルアップ講座】 

接遇講習会（対人折衝のノウハウを学ぶ） 
～気持ちの通い合う仕事をするための人間関係の作り方～ 

心理学の基礎知識を応用しながら顧客との対応や周りのひとたちとの 折衝・対応のやりかたを見直

し、心地よい人間関係をつくるコツを学ぶ講座です。 

☆ はじめての出会い・・良い人間関係をつくるには・・ ☆私はだ～れ・・・「わたしの性格」の再認識 

☆ ｢ひと｣はどんな時に喜びを感じるか？☆良い人間関係は、仕事のスピード、グレードを高める など 

さあ始めよう！ 新しい 「わたし」と「あなた」の関係を！！ 

●日時： ９月２７日（水）１０：００～１１：３０ ●場所：はつらつ館 大会議室 

●講師：岡部 記代子氏・森 信行氏  ●定員：２０名   ●受講料：無料 
 

   

   会員対象 各種講座等のおしらせ 

芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！ 
月に１回（第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒９月２１日 

どんぐりころころどんぶりこ～♪  

昔から親しまれているお手玉遊び、童謡に合わせた楽しみ方もあります。 

歌う・手渡す・目で確認。司令塔の脳はフル回転。懐かしいこのお手玉遊びを 

まずは一度覗いてみて下さい。男性参加も OKです。 

会員のための健康体操講座  
    ●日程：９/６・２０（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 

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 ： ９月２６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 
抹茶パスタと夏野菜の調理、作って食べて、ちょっとパーティ気分。ご参加いかがですか？お待ちしています。 

●日時：９月２２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：８００円（当日払い可）  ●持ち物：エプロン・三角巾 

 要事前申込  ★参加希望の方は、９/２０迄に事務局カウンターの受付簿にご記入下さい。 
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    市民公開 各種講座等のおしらせ 
ワンコインイングリッシュ 
英語で楽しむ映画とポップス 

９月２３日（土･祝）10:00～12：00（原則毎月第４
土） 

Pop's：Summer time, Moon river ・ DVD： I’ve got mail（最終回） 

●受講料：５００円＋テキスト代50円 

らくらくイングリッシュ 
中学英語で気楽に楽しむ英会話 

9/2・16・30（土）10:00～12：00 

（原則毎月第第１・３土曜日） 
 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

パ ソ コ ン 講 座 
◆パソコン講座＝募集各講座10名 

①パソコン復習 10／16・23・30（月) 

②エクセル入門 10／16・23・30（月) 

③デジカメ入門 10／11・18・25（水) 

時 間 ①③10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料①〜③3回2,000円（会員特典）（教材費別） 

◆個人教室＝募集人員 各日5名 

10/6・13・20・27（金) パソコン持参可 

時間 10:00～12:00 完全マンツーマン方式 

   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：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

着 付 教 室  
●日 程：９/１４・２８（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：９/５・１９、１０/３・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 

「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？  

●日時：１０月５日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催） ●場所：はつらつ館 作業室１ 

●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＝3000円 会員＝1500円  ●プリント料：２Ｌ１枚＝200円 Ａ４1枚＝500円  

＊複数ポーズ可。その場で画像を確認し写真を選べます。 （撮影・プリント料は当日頂きます。） 

たのしい回想法講座（全３回） 
～ 一 度 体 験 し て み ま せ ん か ～ 

回想法ってご存知ですか。回想法は、昔を懐かしみ、思い出を語り合うことで日々の生活に活気を取り戻し、

健康寿命につながる心理療法です。懐かしいふるさとの話、子どもの頃の事、楽しかった思い出、昔の写真

を見たり、歌を歌ったりしながら、ご一緒におしゃべりを楽しみましょう。 

●日 時：１０月１１日・１０月２５日・１１月８日10：00～12：00  ●場 所：はつらつ館 大会議室 

●受講料：１５００円（３回分・開講日前日までに前納）    ●定 員：１５名 

●対象者：健康寿命に興味のある方 楽しくおしゃべりしたい方 どなたでもご参加ください。 

傾聴グループはつらつコール 

シニアライフ・トータルサポート講座 

高齢者の住まいと介護施設 
ケア付きマンション、サービス付高齢者住宅、ケアハウス・特養・小規模多機能など、それぞれの特徴や

受けられるサービス、入居時の一時金や月々の費用負担などを分かりやすく解説する講座です。 

  ●日 時：９月９日(土)１０：００～１１：３０ ●場 所：はつらつ館 大会議室 

  ●受講料：５００円(要申込・当日払い)   ●講 師：シニア・トータルサポートグループ 

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４ 
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お仕事の紹介（請負・委任） 
  時間等 募集人数 

  
週３日程度 

6：00～10：30 
１名 

  
日～土(ローテ) 

１日４時間 
１名 

  
月～土(ローテ) 

6：30～10：00 
１名 

  
日～土(ローテ) 

5：45～9：30 
１名 

  
日～土(ローテ) 

１日４時間 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  

週３日 

9：00～17：00 

のうち４時間程 

１名 

  
週４日 

10：00～15：00 
１名 

  
月・火・金 

７：00～10：00 
１名 

  
月か火で月２ 

10：00～12：00 
１名 

  
木（月４） 

午前１時間 
１名 

  
月・木 

8：00～9：30 
１名 

  
火 

8：30～10：00 
１名 

  
火・金 

9：00～10：30 
１名 

  
月４回木曜 

午前１時間 
１名 

  
月～日(火休) 
7：00～10：00 

１名 

  
日～土(ローテ) 
17：00～22：00 

1名 

  
月～土(週4) 
8：30～11：30 

１名 

  
週１回（水か金） 

午前３時間 
１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
週2～3 

３時間 
１名 

  
金 

午後３時間 
１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
月 

14：00～16：00 
１名 

  
月・金 

2時間 
１名 

  
金 

１時間 
１名 

  
月水金 

午前3時間 
１名 

  
月２回 

２時間 
１名 

  
週１回 

午後2～3時間 
１名 

  
金 

午前３時間 
１名 

  
月・火 

17：30～18：30 
１名 

  
週２回午後 

２時間 
１名 

  
週１(相談) 

１１～１４：00 
１名 

  
週１回木曜 

午前２時間 
１名 

  

週２～３回 

7：00～9：00 

17：30～20：30 

１名 

★事務局内にも随時掲示していますので、 

ご来局下さい。 

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！ 

９月２７日 １０月２５日 

１１月２９日 １２月２７日 
 

配分金の支払日 
８月就業 ９月１５日（金） 

９月就業 １０月１３日（金） 
 

 

はつらつ館・入会希望者説明会の日程 

９月１２日（火） 

１０月１０日（火） 
 

 

新入会員です！よろしくお願いします 

   
   

 

 

衣類のお直し、りフォームいたします!! 
日時：９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」 
 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

第４７回ＡＳＧゴルフコンペ開催します！ 
担当：向井、小幡,津川 

 新規加入も受付中！ 

日時：１０月１８日(水)  ８：１５スタート 

場所：ロータリーゴルフ倶楽部 (締切9/29) 

費用：７，５５０円(昼食費込) 免税５００円 

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” 

毎月第２・４木曜日13：00～16：00 

９月は２８日のみ はつらつ館中会議室 

身近にある物をモチーフにお茶やおしゃべり

も楽しみながら絵を描いています。 

気軽に参加してみませんか。  

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

９月１０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、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 

映画を観て語り合い感動の時間を分かち

合います。９月１２日(火)13：00～16：00 

はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 

上映：「奇跡のシンフォニー」（２００７年・米） 

見知らぬ両親に会うために、音楽の導きに

従い奇跡を起こす少年の物語です。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

第１回 ＡＳＤＣ リーグ戦 ９月１１日(月)   １3：00～15：00 オープン参加ＯＫ 

エントリー：１２時３０分～  会費：５００円  ＊初めての方にはﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟがあります。 

●ラポックスホール／ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階 （入口は西側・階段があります。）  

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

９月 ９日(土) ９：００～１１：００ 

９月２３日(土)１３：００～１６：００ 

９日は１２時より３０周年記念の「シルバーオ

ンステージ」が市民センターでありますので 

１１時迄。 ２３日は祝日ですが開催します。 

知的財産研究 

同好会 

９月１０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“（仕組みと制度）・ 

“こんなのあればいいのに”（便利グッズ） 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

毎月第３火曜日 ９月１９日（火）１３時～ 

＊参加費：５００円（ソフトドリンク付） 

ジャンカラ芦屋店(№１１・２３・２９号室) 

８月２０日(日)１２時～１６時は、ミュージック 

サロンＱＵＥＳＴＩＯＮで発表会を開催しました。 

２１名の参加があり、皆で楽しみました！ 

将棋同好会 
９月１４日・２８日(木) 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。 

初心者さんもベテランさんも歓迎します。 

これからやってみたい方、是非のぞいてみて

ください。 

アンサンブル 

同好会 

（♪ど～れ♪） 

毎月第１土曜 14：00～16：00 

場所：はつらつ館（西側出入口使用） 

上記ほかに他所で月１回練習あり。 

このたび、９月９日（土）に開催される 

設立３０周年記念『シルバーオンステー

ジ』に出演します。是非ご来場ください！ 

会場：市民センター別館２階 音楽室 

開演：１２時～  

(開場は１１：３０) 

ウクレレ同好会 

（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） 

毎月第１・３水曜日13：30～15：30 

はつらつ館  （作業室１又は２） 

♪５月に立ち上がったばかりです♪ 

新たなお誘い 

ＪＡＺＺ(ジャズ)を楽しみませんか？  

９月７日(木)13：30はつらつ館大会議室 

問合せ： 水田 

先日 8/31 のお誘いに数名があつまりまし

た。再度集まりますので前回ご都合のつかな

かった方、興味のある方、お会いしましょう！ 

＊同好会は、会員ならどなたでも参加できます。ご自由にご参加ください！ 
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「小町カフェ」いよいよＯＰＥＮ！ 
今年度の企画事業：地域「ふれ愛」事業“小町 

カフェ”が１０月２日にいよいよ始動します。 

場所は、はつらつ館に隣接するビルの１階。  

席数が１２席と小さなお店ですが、会員、市民が楽

しく集える場所になることを願っています。 

メニューの詳細などは、次月号でご紹介します。 

皆さん是非いらしてくださいね！ 

 
 
 

地区懇談会報告 
阪急東地区 

８月２６日（土）に開催された阪急東地区の懇談

会は、会員活動員を含め９人の参加しかなく少し

残念でした。しかしながら人数が少ない分、一人一

人の話す時間が多くなり、お互いをよく知ることがで

きたことは良い結果となりました。 

９月は浜中地区の皆さんに呼びかけます。別紙

ご案内を同封しますので、浜町・西蔵町の皆さん

是非集まりましょう！ 
 

 

阪神東地区：ラジオ体操 
阪神東地区では、８月の毎日曜日、春日公園でのラ

ジオ体操の企画が立ち上がり、８月２７日には山中市長

にもご参加いただきました。地域の会員同士があいさつ

を交わし親睦を図ろうということで、今後、ラジオ体操の

継続や史跡めぐりの企画などを検討していく予定です。 

 

 

地区懇談会開催日のお知らせ 
該当地区の方には、別紙案内状を同封しておりま

すので、必ず出欠の返事をお願いします！ 

対象地区 町 名 開催日 

浜中地区 浜町・西蔵町 ９月２３日(土) 

会員活動委員会 

刃 物 研 ぎ 
●打出商店街「まごのて」  ９月１３日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ９月２１日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） ９月２７日（水） 

★受付は１０時～１２時まで  

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

    
(阪急以南・臨港線以北) 

引取り研ぎ料金：１本８００円 

★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積) 
 

 

会報「はつらつ芦屋」第２５号 

「芦屋のグルメ」おすすめ店募集 
第２５号は１月発行予定。今回は「芦屋のグ

ルメ」のコーナーに掲載する、おすすめのお店

を教えて下さい。取材に伺います！ 

グルメ以外の投稿も、もちろん募集中。 

「芦屋のココが好き」・「旅行記」・「ペット自慢」 

などなど、なんでも結構です。ご応募お待ちし

ております！ 
 

 
退職のご挨拶 

私、宮内大輔は、関係者の皆様には多大なるご

迷惑をお掛けすることになりますが、一身上の都合

により平成２９年８月３１日をもって退職させていた

だくことになりました。 

これまで、事務局の方々は勿論、会員の皆様、

役員の皆様、その他各関係先の皆様等々、本当

にお世話になり心から感謝しております。 

センターでは１６年５ヶ月お世話になりましたが、

この間、日々の過ぎる速さに驚き、またその速さに

慣れることはなく、まさに「あっ」という間に過ぎ去り

ました。 

まだまだやり残した事も多いまま、センターを離

れることを本当に無念に感じています。 

今後は、不安も多いですが、ここでの経験を糧に、

自分に与えられた道をまた一から一歩ずつ歩んで

いこうと思います。 

皆様、本当にありがとうございました。 

宮内大輔 
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地域支援委員会からご協力のお願い 
☆おもちゃ作りご協力ください！ 
地域支援委員会では、今年度も年明け 1 月、2 月に保育所ボラン

ティアを実施予定です。前回と同様、昔なつかしい手作りおもちゃで

遊び、保育所のお子さんと交流を図ります。 

そこで、手作りおもちゃ（紙トンボ・けん玉・折り紙など）作りにご協

力下さる方を募集します。 

下記の日程で作業しますので、お時間のある方お集まり下さい！ 

9/20(水)13：00～（作業室 2）  

10/ 4 (水)13：00～（作業室 2）・15：30～（大会議室）      

10/18(水)13：00～（作業室 2）・15：30～（大会議室）       

☆ジュースパックご寄付下さい！ 
おもちゃの材料でジュースパック（1ℓ）の寄付もお願いします！ 

☆紙芝居ボランティア（語り部）募集！ 
現在、阪神大震災をテーマにした紙芝居を作製中です。紙芝居ボランティアとして、地域のお子さ

ん、高齢の方などに披露して情操教育、地域貢献に役立てられないか企画しています。今回、紙芝居

の語り部も募集します。是非、興味のある方、ご参加お待ちしています。 

＊お問い合わせ・申し込みは、事務局（太田・今井）まで。 
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