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会 員 数 

１，１２０名 

（男６３０名･女４９０名） 

（８月末現在） 

シルバー人材センターへの支援を要望しました 
８月２７日センター役員総勢１３名が、山中市長と畑中市議

会議長を訪問し、高齢者に適した公共の事務・事業への派遣

等を要望。今年は３年間継続してきた「健康・生活アンケート」

の結果も持参し、センターの就業や活動を通じて会員の健康

が向上し、地域に大きく貢献していることをアピールしました。 

 

 
  

 

 

 
 

 

消費税軽減税率制度説明会を開催します！ 
平成３１年１０月から消費税率が引き上げられるのと同時に、軽減税率制度が実施されます。 

軽減税率って？？同一飲食料品でも、標準税率１０％と軽減税率８％の２種類の税率？？ 

大阪国税局から講師をお招きし、下記のとおり「消費税軽減税率制度説明会」を開催いたしますので、

是非この機会に御参加下さい。 
日時：９月２５日(火) 10：00～１１:30     場所：はつらつ館 大会議室 

定員：７０名  申込：電話または事務所カウンターで参加申し込み 
 

 

 

 

地域に貢献～清掃ボランティア～募集！ 
今年度は、市のクリーン作戦の日と同時実施、２号線沿い及び南北線のごみ

拾いをします。センターの黄色のブルゾンを着用してください。 

芦屋の街をさらに綺麗にしましょう！ 

９月２９日（土）９：３０～ 集合：はつらつ館 申込：電話又は事務所まで 
 

 

 

 

市民の方にもっと芦屋市シルバー 

人材センターを知っていただきたい！ 
９月３日～９月１４日まで、市役所北館展示コーナーで「センター活動紹介

パネル展」を開催します。１０時～１６時は、委員及び役員が当番で待機して

いますので、是非お立ち寄り下さい。 

＊広報あしや９/１臨時号に掲載されている日程がセンターが９月後半になっていますが、正しくは   

９月前半ですのでお間違いなく！                       企画委員会＆地域支援委員会 
 

↑ 市長に要請文を渡す加古副理事長 

市議会議長にもセンターをアピール → 



８ 月 活 動 実 績 
1  芦屋市ＳＣ合同定例会議 
2  月刊シルバー取材 
3  隣接シルバー理事長会議(理事長・常務) 

7  安全パトロール 
  普及啓発活動(ＪＲ芦屋) 

8  第３回企画委員会 
10  第４回会員活動委員会 
14  入会説明会 
16  第２回適正就業推進委員会 
17  第５回事業運営部会 
21  新入会員オリエンテーション 
22  普及啓発活動(南宮町) 
27  芦屋市へ要請行動(役員) 
28  第３回地域支援委員会 

  「ひょうご生涯現役促進事業」説明会(常務・主幹) 

30  普及啓発活動(阪神芦屋) 
  事務局会議 

 

事業運営部会 
●第５回 （８月１７日） 
・各委員会からの報告 

・市長・議長への要請行動について 

・秋の行事について 

・清掃ボランティアについて 

・第２次中期事業計画について 
 

専門委員会 
●第３回 企画委員会（８月８日） 
・会員拡大について(街頭普及啓発ほか) 

・「接遇講習会」開催報告 

・新規企画事業募集について 

・ポイント制の導入について 

・市役所ロビーパネル展について 

●第２回 適正就業推進委員会（８月１６日） 
・未就業会員への聴き取り調査について 

・就業相談窓口について 

・長期就業会員への対応について 

●第３回 地域支援委員会（８月２８日） 
・市役所ロビーパネル展について 

・ボランティア活動について 
 

 

シルバー会員手帳、申込開始！ 
 ２０１９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。 

 

芦屋市＆シルバー定例合同会議報告 
半年ごとに開催されている市関係部署との会

議が８月１日（水）はつらつ館大会議室で行われ

ました。 

当センターからは、国庫補助金確保のための

市補助金の増額、公共関連の就業機会の確保・

拡大、活動場所の提供、支援等を要望し、健康

生活アンケート調査から見える会員の健康度も 

アピールしました。 

 

８月の安全パトロール 
８月７日、永井委員

長、梶谷委員、木山委

員、大谷職員が剪定・

除草・マンションの現場

４か所を巡回しました。

安全に気をつけて就業

されており、特に問題な

し！ということでした。 

 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間、事故ゼロ！！ぜひとも連続日数を増や

せるよう、毎日気をつけましょう！  
 

無事故達成日数 

     傷害事故   １６日 

      賠償事故   ４６日（９月３日現在） 
 

 

 

平成３０年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

何事も 基本に帰る その気持ち 
 

☆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 
 

 

 

 

お得な！コーヒー回数券 

販売中！ 
１１枚綴で３０００円（ホットコーヒー・切り離し無効）

有機栽培の美味しい珈琲をぜひ楽しんで下さい！ 

（9/22(土)はオンステージのため休み） 
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安全委員会からのお知らせ 

 
 

就業場所への行き帰り・就業中の事故が増えています。 
今年は記録的猛暑が続いています。熱中症対策をはじめ、事故対策に努めていただいているところです

が、７月から８月にかけて下記のように会員の傷害事故３件、賠償事故１件が発生しています。 

 

事故事例 

① 就業場所へ自転車で向かう際に転倒し、負傷。（２件） 

② 就業（草抜き）中に後ろ向きに転倒し、負傷。 

③ 就業中に掃除機のコードがエレベータのドアに絡まり、ドアを損傷。 

 

熱中症対策、交通事故対策、就業中の事故対策など、安全就業の徹底を図っていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 
 

 
（9月 21日～9月 30日） 

みんなの合言葉「 」 
今年の運動重点  

・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 
 
 

 

【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：１０月３日（火）・１０月５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３日（月）～９月１９日（水） ●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課（３８－２０４０） 
 

 

 

おもちゃ作りご協力ください！ 
今年度も１月、２月に保育所ボランティアを実施予定。手作りのおもちゃ作

りにご協力下さる方を募集します。和気あいあいと一緒に作りましょう！ 

１０/１７（水）   15：00～16：30 大会議室  

１０/１９（金）・２４（水） 13：30～16：00 作業室２ 

１０/２９（月）   10：00～16：00 作業室２ 

                    地域支援委員会 
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    市民公開 各種講座等のおしらせ 
Ｅ．Ｓ．Ｓ．Ｔ（English Speaking Support Team）の英語講座：随時受付・見学無料 

ワンコイン・イングリッシュ(９月はお休み) 
（原則毎月第４土曜） １５名程度 

１０月２７日（土）10:00～12：00 

英語で楽しむニュースとポップスと映画など 

●受講料 ： １回５００円＋テキスト代50円 

らくらく・イングリッシュ 
（原則毎月第１・３土曜日） ２５名程度 

９月１・１５日（土）10:00～12：00 

中学生レベルの英語で易しい英会話と英語の歌 

●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

NEW  英字新聞に親しむ 
Japan Newsの社説を英文・和文で読む １０名程度 

９/４・１８（火）13：30～14：30（原則第１・３火曜日） 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

NEW入門英会話（９月開講！） 
ABCを最初から(個別サポートあり) １５名程度 

９/４・１８（火）14：30～15：30（原則第１・３火曜日） 

 ●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） 

①エクセル中級 10／15・22・29（月) 

②パソコンでアルバム作成 10／15・22・29（月) 

時 間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料①②3回2,000円（会員特典）（教材費別） 
 

●場所：シルバー人材センター はつらつ館  

◆個人教室＝募集人員 各日5名 

①個人教室 10／10・17・24・31（水) 

②タブレット・スマホ個人教室10/5・12・19・26（金) 

時間 ①②10:00～12:00 

受講料：各2,500円 
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 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

NEW  ◆はつらつねっとカフェ◆ 

   コーヒーを飲みながらパソコンやネットの話をしましょう！ 

●日時 ９/２６（水） １０/３１（水） 13:30～15:30 ●参加費 各日500円（コーヒー代含む） 

   募集人員 各日10名（予約先着順）   場所 シルバー人材センター はつらつ館 

花こもの手芸講座（３カ月全３回クラス） 
●１０月：パールのハンガー●１１月：クリスマスリース ●１２月：マカロンのストラップ 

 日程：木曜コース＝１０/１１・１１/８・１２/１３  土曜コース＝１０/１３・１１/１０・１２/８ 

 時間：１０：００～１１：３０ 場所：「小町カフェ」（事務所東隣） 定員：１２名   

締切：１０月５日（金） 費用：各クラス３回で２４００円（材料・飲物含） ＊締切までに前納 

着 付 教 室  
●日程：９/１３・２７、１０/１１・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 
●９/４・１８、１０/２・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 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
●日時：９/５・１９、１０/３・１７（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 
 

シニアライフ・トータルサポート講座 
人生１００年時代をどう生きる  リスクを越える知恵 

●９０歳までいくらかかる(日常・医療・介護) ●住み替え・家じまいの知識 ●高齢者の住まいと介護施設の特徴・費用 

   日 時：９月１５日（土）１０：００～１１：３０  場 所：はつらつ館    参加費：５００円 
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衣類のお直し、りフォーム、仕立て 
着物や服地などお洋服にお仕立て致します。 

衣類のお直し、繕い、なんでもご相談下さい。 

日時：９/１０、１０/１５・２２（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 
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 
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！ 
 

   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 息を吐いて、吐いてのストレッチと簡単な筋トレ 
 ●日程：９/５・１９、１０/１７・３１（水）１３：３０～１５：３０  ●場所：はつらつ館２階 大会議室 又は 中会議室 

●講師： 三谷千尋会員（1199）   ●費用 ：３００円/回   ●持ち物等 ： 飲み水 

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２５日（火）１３：３０～    ●場所 ： はつらつ館内 

芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！ 
（原則月１回第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室） 

９月２２日のシルバーオンステージに出演します！是非観に来て下さい！ 

今年は、お手玉演舞３種類を予定。さてさて、上手く踊れるか気になるところですが、皆様の温かい応援をほ

ほ笑みに変えて頑張ります！（今月の活動は９月１１日・２０日でお手玉演舞練習。お手玉作りはお休み。） 

日曜日の朝７:００、春日公園でラジオ体操しましょう！ 
会員同士の横のつながりを図り、また健康維持・推進のため毎週日曜日、朝７時からラジオ体操他、その後 

一緒に朝食を食べながら懇談会(自由参加)を実施しています。気軽にご参加いただき交流を図りましょう！ 

春日公園で日曜、朝７時、お待ちいたしております！             世話役：阪神東地区 安井・石本 

高齢者スポーツ大会参加者募集!! 
参加賞・お弁当・お茶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２０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・・・ 

●締   切 ： ９月２０日（木） 是非ご参加下さい！お申込みは事務局まで 
 

 

 

 

街頭普及啓発活動を実施しました！ 
８月７日ＪＲ芦屋駅前、２２日は南宮町スーパー

コーヨー前、３０日には阪神芦屋駅周辺で会員募

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。配布部数は

全部で１１００部。３日ともかんかん照りの猛暑日で

したが、大いにセンターのＰＲになりました。 

 

 

芦屋市シルバー人材センターは「粗大ごみ券処理券取扱店」になり

ました。ご入用の際は是非当センターでお買い求めください。 
 

   

暑い中頑張りました！ 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 
初めての方でも気軽にご参加ください。楽しみながら仲間づくりを・・・ 

 
 

（青字は館外活動） 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

10月 爽やかな秋空の下、ゴルフを楽しみましょう！ 新加入者大歓迎です。 

開催日：平成３０年１０月１７日(水) ８時３０分スタート  

場 所：有馬富士ｶﾝﾂﾘｰクラブ 三田市香下２００３ 電話（0795-63-2363）  

プレー費：８，０００円（昼食費込）  申込み締切日：平成３０年９月２５日 

 担当：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 ★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１３日・２７日はつらつ館２階中会議室 

画材、表現方法等全て自由です。発想、構成

集中が脳のトレーニングにも良いそうです。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

９月９日(日) 10：00～11：30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

フリートークの場です。皆でワイワイ・ガヤガヤと

交流しています。当日突然参加でも大丈夫！ 

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！ 見学自由 

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（奇数月の第２火曜日開催） 

はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 

上映日：９月１１日（火）13：30～16：00 

上映作品：「刑事ジョン・ブック 目撃者」 

１９８５年洋画  ハリソン・フォード主演 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
毎月第２月曜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) 
９月８日（土）9：00～１２：００   

２５日(土)13：00～16：00 はつらつ館 
第2回 女子会 を開催します。 是非 

9月15日(土)13～16時  ご参加ください 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

９月１８日（火）13：00～16：00 

●カラオケ「パティオ」  参加費：６００円 

打出町3-30 （№４・５・９号室を予約） 

初めての方でも大丈夫！会員であれば どな

たでも参加OK！当日、現地受付で、「ひばりク

ラブ」とお伝えください。 

将棋同好会 
９月１３日・２７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。初心者歓迎しま

す。ぜひ覗いてみてください。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

第１土曜１４～１６時はつらつ館大会議室 

第３火曜10～12時 （市内別会場） 

(＊発表会の直前は増えることもあり) 

音楽に興味ある方、見学に来てください。 

♪ 皆で演奏会にも出演しています ♪ 

問合せ：入部まで 

ウクレレ同好 
（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 
毎月第２水曜日 13：30～15：30 

はつらつ館２階 作業室 

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。 

音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！ 

～❤～❤～ 新しく １７番目の同好会が立ち上がりました！～❤～❤～ 

クラブ 

「たびとも」 

旅行好きなメンバーが集い、それぞれの旅の体験、エピソード等、プロジェクター・ 

スクリーンを通して、語り合い進行を深めたいと願い発足しました。９月に第１回目を

開催します。趣旨に賛同される方、興味のある方、是非ご参加ください。 

日時：9月19日(水)午後1時30分 場所：はつらつ館２階中会議室 
発起人(北條時雄・浪川研吉・津川 創) 
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お仕事の紹介（請負・委任） 
経験のないお仕事でも挑戦してみませんか？また、

お知り合いにも会員登録をお勧めください。 
  時間等 人数 

  
要相談 

17：00～20：00 
１名 

  

月～日 

7：00～9：00 

18：00～20：00 

１名 

  
(月)・水・金 

10：00～16：30 
１名 

  
月～金 

11：40～13：10 
2名 

  
月・木 

9：00～11：00 
１名 

  
火9：00～11：00 

土8：00～10：00 
１名 

  
要相談 

6：30～10：00 
1名 

  
要相談 

8：00～18：00 
２名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

6時～22時の間 
１名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

10：00～14：00 

14：00～18：00 

１名 

  
月・木 

8：00～10：00 
1名 

  
水 

10：00～13：00 
1名 

  
木 

7：30～8：30 
1名 

  
金 

午前１時間 
1名 

  

日～土(相談) 

9：00～15：00 

17：00～21：00 

1名 

  
２週に１回 

時間相談 
1名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
1名 

  
月・金 

9：30～12：30 
1名 

  
月 

午前２時間 
１名 

  
週２回 

18：00～20：00 
１名 

  
金 

１時間 
１名 

  
水 

11：00～12：00 
１名 

  
月水金 

午前3時間 
１名 

  
金 

午前２時間 
１名 

  
土 

9：00～11：00 
１名 

  
週２～３日月 

午前３～４時間 
１名 

  
週１回 

2時間 
１名 

  
月～金 

16：00～18：00 
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。 
 

 

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２６日 １０月２４日 

１１月２８日 １２月２６日 
 

配分金の支払日 
８月就業分 ９月１４日（金） 

９月就業分 １０月１５日（月） 
 

入会希望者説明会の日程 
９月１１日（火） 

１０月１６日（火） 
 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」  ９月１２日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ９月２０日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） ９月２６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６００円～ 

★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積) 

 

 

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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   シルバー オン ステージ 
日時：平成３０年９月２２日(土)１３時開演 

場所：市民センター別館 音楽室 
           コーラス、詩吟、楽器演奏、手品等々、会員＆その仲間が出演します。 

入場無料！お友達と一緒に、是非ご来場ください！ 
 

                                            

シルバーフェスティバル、今年も開催します！ 
昨年、３０周年で初めて開催した「シルバーフェスティバル」、是非今年も開催しよう！ということになりまし

た。詳細は来月号に掲載いたしますが、是非日程を空けてご参加下さい！ 

１０月２１日(日) 『シルバーフェスティバル』  １０:００～１６:００ 
●はつらつ館全館    ●南側道路（歩行者天国） 

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。 

 

会報「はつらつ芦屋」第２７号 

特集「人生１００年時代到来！私ならこう生きたい」原稿募集 
シルバー会員の層も厚くなって来ました。60代、70代はバリバリ働ける。80代、90代だって元気で頑

張っておられるでしょう。その一方で、そろそろ終活をとお考えの方も。ちょっと待って。人生１００年時代。

あなたならどう生きますか？２７号で特集を組みます。考えや思いを是非お聞かせください。 

●文字数：２００字くらい   ●締 切：９月３０日 

第２７号は１月発行予定です。他の投稿も、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！              広報委員会 
 

 

就業会員募集！市営住宅大規模移転に伴う大型ゴミ搬出作業 
朝日ヶ丘町や浜町などの市営住宅が集約され、高浜町１番住宅への大規模移転が、今秋に実施され

ます。それに伴い、粗大ゴミ、一時多量ゴミ等の搬出依頼が多数入る事が予想され、現在のＭＡＮパワー

チーム班では難しい状況です。そこで、大型ゴミの搬出業務に就業して下さる男性会員を募集。 

仕事内容など、詳細についての説明会を開催しますので、是非ご参加ください！ 
●日 時 ： ９月１９日（水）１４：３０～１５：３０  

      ●場 所 ： はつらつ館 作業室１ 

※問合、申込は、家事援助担当：箱﨑まで 
 

 

「就業相談窓口」を設置します 
就業に関する悩みはありませんか？適正就業推進委員が就業の悩みの解決をお手伝いさせていた

だきます。下記時間中に直接お越しください。 

●日程：・９月２０日（木）  ●場所：中会議室   ●時間：９:３０～１２:００ 

第２回 
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