
  

 

 

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

発 行  平成２９年１１月 

第 ２０３ 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 

１，１１1名 

（男633名･女478名） 

（１０月末現在） 

設立３０周年記念式典を開催します！ 
 場所：芦屋ルナホール 

１１月１９日（日）１３：００～１６：３０（受付開始１２:１５） 
 

●第１部 ： 記念式典＝オープニング演奏・表彰・３０年の歩み（ＤＶＤ）の放映 

●第２部 ： 記念講演＝角 淳一氏 “笑って楽しく生きていく” ●お楽しみ抽選会 
 

いよいよ設立３０周年のメインイベントである記念式典の開催です。来賓、関係者、会員等６００人 

近くが来場予定です。受付が混み合いますので、遅くとも開演１０分前までには、ご来場ください。 

会員の方は、「会員受付」で、プログラムと記念品の入った袋をお渡しいたしますので、出席ハガキ

を出された方は、忘れずにご来場ください。（名簿によるチェックは致しません。） 

第２部の記念講演(角 淳一氏)の後は、お楽しみ抽選会です。出席ハガキが抽選券となり、抽選時に

会場におられる方のみ当選となりますので、必ず最後までご参加ください。（尚、公務欠席届ハガキを

出された方は抽選権利があります。） 

●特賞：４万円旅行券 ●１等・３万円旅行券 ●２等・２万円旅行券 ●３等・１万円旅行券・・・各１本 

●３０周年記念賞：５千円食事券・・・３０本 ●ラッキー賞：千円コープ買物券・・・５０本 

★式典欠席の会員にも、３０周年記念として記念品は全員にお配りします。１１月２０日以降に事務局で 

お渡しいたしますので、ご来局ください。出来る限り年内にお受け取りください。 
    

１１月１８日（土）～２０日(月)『会員作品展』市民センター301・302 
いろいろなジャンルの作品７３点が展示されます。仲間の力作をぜひ観に来てください！ 

出展される方へ 

●搬入日：１１月１７日（金） １１：００～１４：００(時間厳守) 

●作品の裏に作品出展票Ａを必ず貼り付けてください。（紛失された方はその旨受付時に申し出ください） 

●作品受付および返却に必要な材料や道具はご持参ください。  

●作品の梱包材などは搬入後、各自持ち帰りいただき、搬出時に再度持参ください。 

●作品は会場での受付となりますので、ご本人または代理の方が会場に持参ください。 
 

 

「芦屋市ひとり一役活動推進事業」をご存知ですか？ 
シルバーパワーをボランティア活動に活かしてみませんか。「ひとり一役活動推進事業」とは、介護保険施設

等や高齢者の居宅におけるボランティア活動（ひとり一役活動）を行なう方をひとり一役ワーカーとして登録し、

活動実績に応じてポイントを付与、たまったポイントを換金（年間上限 5,000 円）することができる、というもので

す。この事業について芦屋市と芦屋市社会福祉協議会からの説明会が下記のとおり開催されます。たくさんの

ご参加をお願いいたします。 

●日時 ： １２月６日（水）１０：００～１１：３０  ●場所 ： はつらつ館２階 大会議室 

●内容 ： 事業の仕組み（活動内容・ポイント制等）の説明 

＊事務局受付カウンターで、申し込みください。                            地域支援委員会 



１０ 月 活 動 実 績 
3  第１３回３０周年記念事業部会 
4  兵シ協事務局長会議（常務・次長） 
5  労働局経理指導 
6  派遣元責任者講習（大谷） 

10  入会説明会 
11  第４回企画委員会 

12  大津市ＳＣ視察来訪 
13  第４回安全委員会 

  第５回会員活動委員会 
16  全シ協新総合事業担当者会議（今井） 

  第１３回広報・記念誌部会 

17  新入会員オリエンテーション 
  第４回女性部会 
  第３回適正就業推進委員会 
  事務局会議 

19  兵シ協事業推進大会 
20  第８回３０周年事業実行委員会 
22  設立３０周年記念事業「シルバーフェスティバル」 
24  中間監査 

  第４回地域支援委員会 
26  第１３回総務・式典部会 
27  第２回理事会 

  第７回事業運営部会 
28  地区懇談会（浜東地区） 
30  第６回広報委員会 

 

理 事 会 
●第２回 （１０月２７日） 

・同好会設置運営要綱について 

・理事長及び常務理事の職務執行状況の報告   

・平成２９年度上半期の事業及び収支報告及び 

中間監査について  

事業運営部会 
●第７回 （１０月２７日） 

・各委員会からの報告 

・総合事業について 

・小町カフェ事業について 

・市役所展示コーナー結果報告 

 
安全委員会 

●第４回 （１０月１３日） 

・３０周年記念事業「安全推進大会」総括 

・兵シ協安全就業強化月間の取組について 

・安全だより第４７号の発行について 

・安全講習会・健康講座の開催について 

専門委員会 
●第４回 企画委員会（１０月１１日） 

・接遇講習会・設立３０周年記念パネル展の報告 

・出張説明会について 

・事務所周辺の植栽イメージアップについて 

・御意見箱の設置検討について 

・会員増強月間について 

・独自事業の立ち上げについて 

●第５回 会員活動委員会（１０月１３日） 

・同好会設置要綱について 

・地区懇談会について 

・後期会員研修ツアーについて 

●第３回 適正就業推進委員会（１０月１７日） 

・未就業会員聞き取り調査報告 

・ガイドラインの活用について 

・就業相談箱の周知と活用について 

・ゴールド会員制度について 

●第６回 広報委員会（１０月３０日） 

・はつらつ芦屋２５号について 
 

２９年度・上半期事業実績 
 上半期（４月～９月）の実績は請負契約２３３,２８０

千円で前年比１００.９％と若干の伸びとなりました。 

軽度生活援助事業が新総合事業に移行したことに

より、公共の実績は減少しましたが、民間の方の増

加がこれを補い、わずかではありますが、昨年度を

上回りました。また派遣契約は７,２６５千円で前年比

１１１.７％。合計２４０,５４５千円、前年比１０１.２％とな

りました。 

請負契約実績グラフ 

 

2018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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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８４４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、１１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３０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８２０円単価は８５０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８７０円単価が９００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。 
 

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（水） 緑保育所 緑町２－４ 10：00～11：30 伝承遊び・将棋・お手玉 

１月１６日（火） 打出保育所 宮川町４－１０ 10：00～11：30 室内遊び（折り紙・将棋・お手玉など） 

１月１８日(木） 精道保育所 精道町９－１６ 10：00～11：00 手づくりおもちゃで交流 

１月２２日（月） 新浜保育所 新浜町１-１ 10：00～11：30 伝承遊び（正月遊び・コマ回しなど） 

１月２４日（水） 大東保育所 新浜町８－１ 10：00～11：00 伝承遊び・将棋 

２月１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 
 

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。地域支援委員会では、シルバー会員みんなが認知症サポーターになってもらいたいと願

い、今年度も講座を開催します。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 ：１１/２９（水）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    
 

シニアライフ・トータルサポート講座 

認知症の事例と任意後見制度 
認知症の具体的な症状やその実例の紹介、そして自分のことは自分で出来るときに「転ばぬ先の杖」とし

ての任意後見制度をわかりやすく説明します。自分らしく生きるための備えをしませんか？  

  ●日 時：１１月１１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 
 

新規 Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
アメリカのニューヨーク市にあるホイットニー美術館で絵のインストラクターをしていた会員講師による、 

小学生のための絵画教室です。世界の巨匠やアーティストのコンセプトと描き方をやさしく解説します。楽しく

ユニークな作品を制作しましょう！  

●日時：１１/１・15、12/6・20,1/17・31、2/7・21、3/7・28（水） 16：00～17：00 

●費用：３０００円（月２回・材料費込） ●場所：はつらつ館  ●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆 

会員対象！未受講の方は 

出来るだけ受講して下さい！ 
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シルバーオンステージを 

きっかけに高齢者施設で 

ボランティア活動をします！ 

   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）⇒11月１6日 

シルバーオンステージ（9/9）に立ったお手玉の会員の声 

◎本番に強い？落とさずできてやれやれでした。◎初めての発表会でしたが、 

今後の励みになりました。もっとたくさんの人がこの会に参加されることを期待 

します。◎皆と直前に練習を頑張って本番に臨みました。失敗よりもそれ以上 

に共に楽しめた事が良かったです。お手玉は誰でも簡単に楽しめます。男性参加も OKです。 

会員のための健康体操講座 息を吐いて、吐いてのストレッチと簡単な筋トレ 
    ●日程：１１/１・１５（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 ： １１月２１日（火）１３：３０～    ●場所 ： はつらつ館 
 

    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 

１１月２５日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土） 
Pop's：What a wonderful world Save the last dance for me  

DVD：Terminal-2nd 

●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 

１１/４・１８（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    （教材費別） 

①Windows10入門  12／11・18・25（月) 

②スマホ写真の使い方 12／11・18・25（月) 

時 間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料 ①②3回2,000円（会員特典） 

◆個人教室＝募集人員 各日5名 

①年賀状個人教室12/6・13・20（水) 10:00～12:00 

②個人教室 12/8・15・22（金) 10:00～12:00 
完全マンツーマン方式・パソコン、タブレット、スマホ持参可 

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：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

着 付 教 室  
●日 程：１1/９・３０（木）原則第２・４木曜（１１月は第５） 

●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 
●１１/７・２１、１２/５・１９（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：１２月７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。） 

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 

  
月～日(ローテ) 

7：00～9：00 
１名 

  
日～土(ローテ) 

１日４時間 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
月２回水（第２4） 

9：00～10：00 
１名 

  
木（月４） 

午前１時間 
１名 

  
火 

8：30～10：00 
１名 

  
月～金 

8：30～11：30 
１～２名 

  
水 

１回１.5時間 
１名 

  
火・金 

9：00～10：30 
１名 

  
週３：8～16：00 

土：8～12：00 
２名 

  
週２回 

１回１時間 
１名 

  
月・火・水・木・土 

8：00～9：00 
１名 

  
週１回 

１時間 
１名 

  
月～日(火休) 
7：00～10：00 

１名 

  
毎週金曜 

9：00～11：00 
１名 

  
月～土(週4) 
8：30～11：30 

１名 

  
火・土 

17：00～20：00 
１名 

  
週１回（水か金） 

午前３時間 
１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
金 

午後３時間 
１名 

  
月 

14：00～16：00 
１名 

  
週３～４日 

２～３時間 
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 

  
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 

 

兵シ協事業推進大会に参加しました 
 １０月１９日（木）神戸新聞社松方ホールにおいて

兵庫県下のシルバー人材センターが一同に会す

る事業推進大会が開催されました。今年は当セン

ターは３０周年の団体表彰を受け、１５名の会員が

正会員永年表彰を授与されました。展示・即売ブ

ースでは手作り班が参加しました。 

会員１５年表彰小倉正幸/花本巳佐男/山本徳高 

武内 毅/小川幸男/樋口享一/酒井 淳/ 

白石 修三/酒井喜美子/萩原 緑/高城洋一 

池畑絃代/西郷豊彦/大橋正夫/内野経子 

 
 

 
 

衣類のお直し、りフォームいたします!! 
日時：１１月１３・２７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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第29回あしや秋まつりに参加 
１０月８日精道小学校であしや秋まつりが開催さ

れ、当センターの「はつらつ工房」「花こもの」「夢き

らら」「リフォーム班」のメンバーが手づくりの作品を

販売しました。 

 
 

浜東地区懇談会に参加して 
小笹 昭子（会員番号2915） 

１０月初めに浜東地区の懇談会があるという  

お知らせを頂いて、参加してみました。 

近隣に住みながら、一度もお会いした事のない

方ばかりでびっくりしました。自己紹介の時、仕事や

趣味で色々頑張っている様子を聞き、私も頑張ら

ないと、と思いました。今後もこのような会が増える

ことを願っております。 
 

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 

陽光・南浜 
陽光・南浜 

海洋・涼風 
１１月２５日(土) 

会員活動委員会 
 

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２９日 １２月２０日 

１月３１日 ２月２８日 
 

配分金の支払日 
１０月就業 １１月１５日（水） 

１１月就業 １２月１５日（金） 
 

 

はつらつ館・入会希望者説明会の日程 

１１月１４日（火） 

１２月１２日（火） 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間はようやく事故ゼロ。ぜひとも、続いていく

よう皆さん、くれぐれも安全に！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故    ６６日 

     賠償事故   １１６日（１１月６日現在） 

 

１０月の安全パトロール 

 
１０月２５日、向井委員長、永井・冨岡・西ケ花委

員の４名が剪定・除草６か所の現場巡回。安全への

注意を喚起しました。 
 

☆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 
 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」    １１月８日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  １１月１６日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） １１月２９日（水） 
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 
 

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」 

＊会員同好会は、仲間が集い立ち上げる自主的活動です。活動は全て、会員自身の自己責任において 

行われるものです。（シルバー保険対象外です。） 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

2017年度は 11月で終了し、来年は 4月が年度の初回になります。 

～皆様、冬季に十分体力・技術を付けて新年度にお望みください。～ 

10月の結果は、 優勝：向井 秀樹さん  2位：作田 真一さん 3位：太田 勉さん 

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” 

３０周年記念「会員作品展」（１１月１８日～２０日 市民センター）にメンバー全員が 

作品を出展しています。皆さまのご来場をお待ちしています。 

１１月の例会は９日(木)のみ １３：００～岩が平公園・バラ園でスケッチをします。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

１１月１２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 

上映映画 『超高速！参勤交代』 
佐々木蔵之助主演・時代劇コメディ最高傑作 
１１月１４日(火) 13：３0～16：00 

はつらつ館中会議室 （当日自由参加） 

江戸幕府から僅か４日間で参勤交代せよと

命じられた弱小藩。 奇想天外な作戦を練

り、実行に移す湯長谷藩の運命は！ 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
１１月１３日（月）13：00～15：00 

●ラポックスホールＪＲ南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階  
初めての方大歓迎！１ゲームおよそ 3,000

歩程度の運動量です。介護予防効果あり！ 

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１１日(土)  9：00～12：00 

１１月２５日(土) 13：00～16：00 

２０１７年度前期『はつらつ杯』に２４名参加

優勝：柴田秀次 ～おめでとうございます！ 

      ２位宮本昭二 ・ ３位：河副茂行 

知的財産研究 

同好会 

１１月１２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～」 「こんなのあればい

いのに～」等、提案の場です。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

毎月第３火曜日１１月２１日（火）１３時～ 

＊参加費：５００円（ソフトドリンク付） 

＊連絡先：岡垣 

開催場所が変わります。（２階で階段使用） 

「カラオケ パティオ」芦屋市打出町３－３０ 

打出商店街東側・踏切南側 （☎38-1122） 

将棋同好会 
１１月９日（木)  9：30～12：00 

(１１月は１回) はつらつ館２階中会議室 

その日の参加者で対戦します。初心者の方

の歓迎です。是非覗いてみてください。 

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） 

弦楽器・管楽器・鍵盤楽器等、皆で集ま

って演奏しています。見学自由です！ 

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） 

ベテランから初心者まで楽しく歌って♪

演奏して楽しんでいます！～見学ＯＫ～ 

Ａｌｌ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ 
第２・４水曜日 13：30～15：30 

１０月発進！はつらつ館２階・作業室 

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を楽しみませんか！ 

新たな同好会です。是非お会いしましょう。 

～歩こう会～ 

忘年会 
（通算４３回目） 

（雨天決行） 

今年８月には、神戸キリン工場を訪問。秀逸なフレッシュビールをいただきましたが、今回

は、恒例の年末忘年会を開催しますので、ご都合のつく方は奮ってご参加ください。 

事前の予約は不要です。（芦屋市シルバー人材センター事務所西側駐車場に集合） 

日時：１１月２５日（土） 10：30（時間厳守）   行先：ロックガーデン滝の茶屋 

市内から徒歩４０分程度でハイカーにも人気のある山小屋風食堂という感じです。 

一番人気は手作りの「おでん」です。参加者の皆さんと杯を傾け、語らいたいと思います。 
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設立３０周年記念事業｢シルバーフェスティバル｣開催しました！ 
超大型台風が接近していましたが、１０月２２日（日）はつらつ

館で、センター初めてのシルバーフェスティバルを開催しました。

朝７時から７つのテントを張り、南側道路を歩行者天国にして、ポ

ップコーン、コーヒー、ソフト金魚すくい、養父市・三田市のシルバ

ー会員による野菜市。はつらつ館内では、バザー、健康相談コ

ーナー設置、手作り班作品販売コーナー、輪投げ・ダーツ等の

子どもの遊び場、親子で手作り作品、絵手紙・ぬり絵コーナー

等々、来場者を迎える準備が行われました。 

あいにくの雨でしたが、２００名程の参加をいただき、養父市シルバーによる「餅つき」には、山中市長様

も杵を振るって盛り上げてくださいました。ぜんざいの振る舞いは、やはり大人気でした。 

バザーの売上約５万円は市内の保育所に寄付する予定です。バザーの品物提供をしてくださった方々、

当日、ボランティア参加してくださった方々、

ご来場してくださった方々、皆様大雨の中、

本当にありがとうございました。 

 

 

 

小町Ｃａｆéオープンしました！ 
 

 

地球環境にも人にも優しい、有機のおいしいコーヒー

で、ちょっとひと息つきませんか？  

１０月１０日はつらつ館に隣接するビルの１階にオー

プンしました。 

営業時間は月～金曜日の９：００～１６：００。 

皆さんのお越しを待ちしております。 
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