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（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３０日センター役員総勢１３名が、伊藤市長、中島市

議会議長、寺前副議長を訪問し、公共の事務・事業への

派遣等、高齢者に適した就業の場の確保、提供を要望し

ました。 

またセンターの重要な柱である独

自事業による活発な会員活動を通じ

て、地域に大きく貢献していることを

アピールしました。 
 

会員活動委員会から～１０月５日(土)清掃ボランティア募集！ 
今年度、春のボランティアには６３名が参加して下さいました。今回も“ポイ捨禁止”

の幟旗を持って、２号線沿いのごみ拾いをします。皆で黄色のブルゾン着用して、

芦屋の街を綺麗にしましょう！ 

集合：９：１５ はつらつ館２階大会議室 ９：３０開始 申込：電話又は事務所まで 

＊ボランティア終了後は、お茶とお菓子を頂きながらの交流タイムもあります。 
 

地域支援委員会からのお願い～～おもちゃ作りにご協力を！ 
今年度も１月、２月に保育所ボランティアを実施予定。昨年と同様、昔懐か

しい手作りのおもちゃで遊び、保育所のお子さんと交流を図ります。ご協力下さ

る方を大募集！和気あいあいと一緒に作りましょう！ 

１０/４（金）・１０/７（月）・１０/１１（金）１０/３１（木）10：00～16：00 

１０/３０(水) １３：００～17:00 ●場所：作業室２ 

＊上記の時間の一部でも結構です。是非ご協力をお願いします！ 
 

 

～ 広報委員会から ～ 

① 会報誌「はつらつ芦屋」２９号表紙作品募集！ 
 芦屋市内を捉えた風景等で未発表のもの。写真でも絵画でもＯＫ。１月・新年号です。季節感を考慮くだ

さい。写真・絵画とも撮影したものをプリントアウトしてご提出ください。提出の写真は返却したしませんので

ご了承ください。(表紙のサイズに当てはまること。立体的な作品を撮った写真は不可) 

② 特集「あの頃、私は・・・・」の原稿募集！  
いよいよ２０２０年は【東京オリンピック】 

５６年前の１９６４年オリンピックの頃あなたはどうしていましたか？想い出や

あの頃の夢、出来事等を３００字以内にまとめて応募ください。関連写真等が

あればご提供ください。（締切：９月２６日(木)事務局にお届けください）  
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８ 月 活 動 実 績 
2  芦屋市・ＳＣ定例合同会議 
6  鹿児島市ＳＣ来訪 
9  第３回会員活動委員会 

13  入会説明会 
14  第３回企画委員会 

  小野市ＳＣ来訪 
16  第５回事業運営部会 
20  新入会員オリエンテーション 
22  厚生労働省視察来訪 
26  第５回広報委員会 
27  第３回地域支援委員会 
29  事務局会議 
30  芦屋市へ要請行動(役員) 

  隣接シルバー理事長会議(理事長・常務) 

事業運営部会 
●第５回 （８月１６日） 

・各委員会報告 

・市役所展示コーナーについて 

・シルバーオンステージについて 

・専門委員会の見直しについて 

 
専門委員会 

●第３回 会員活動委員会（８月９日） 

・シルバーオンステージについて 

・シルバーフェスティバルについて 

・会員研修バスツアーについて 

●第３回 企画委員会（８月１４日） 

・会員拡大について（街頭宣伝・出張説明会・ 

拡大月間・募集チラシ等） 

・「接遇講習会」について 

・イメージ向上の企画について 

・市役所「パネル展」について 

●第４回 広報委員会（８月２６日） 

・「はつらつ芦屋」２９号について 

・広報委員会の今後の在り方について 

●第３回 地域支援委員会（８月２７日） 

・意見交換会開催について 

・認知症サポーター養成講座について 

・保育所ボランティアについて 

・市役所パネル展について 

 

８月の安全パトロール 
８月１３日、八木・

亀岡委員が除草・マ

ンションの現場４か所

を巡回。猛暑対策に、

昨今はやりの空調服

を使用している会員も

おり、熱中症を含め安

全に留意し就業してもらうよう注意喚起しました。 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は事故ゼロ！是非この日数を増やしてい

けるよう、くれぐれもお気をつけて下さい。  
 

無事故達成日数 

    傷害事故  ２０６日 

     賠償事故  １８６日 （9月2日現在） 

 

令和元年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

これ位 思う心が 事故のもと 
 

☆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 
 

 

就業相談窓口のご案内 
就業相談窓口を９月２７日（金）9：30～12：00

に開設します。ご相談のある方は前日までに  

事務局にご予約の連絡をお願いします。 

☎ ３２-１４１４（お間違えのないように！） 

 

センターの会議イスがきれいに！ 
 平成２３年１月のはつらつ館移転から早８年半。

センター内の備品も日々の使用で汚れが目立って

きました。そこでMANパワ

ーチームの皆さんが猛暑

の中、会議イスを順次洗っ

て下さることに。見違えるよ

うにきれいになったイスに

是非ご注目を！ 
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視察来訪の報告 ８月は３件の来訪がありました 
●８月６日(火)台風接近の中、鹿児島市シルバー人材センターから理事長、

常務理事、業務課長が来訪されました。 

会員数も事業実績も芦屋の３倍以上。昨年度は会員が４５０人も増加した

大規模センターからの視察で驚きましたが、小さいながらも独自事業が活発

なこと、会員が主体となった活動が積極的なこと等、今後のシルバーのあり

方を先行しているとの評価をいただきました。 

 

 

●８月１４日(水)は小野市シルバー人材センターから、理事長、常務理事、業務担当職員が来訪されました。 

当センターのＭＡＮマンパワーチーム(男性家事援助班)のＩＴによるスケジュール管理を森山理事から説明し、

意見交換が行われました。 

 

●８月２２日(木)は、厚生労働省職業安定局から課長、課長補佐が視察及び意見交換のために来訪されました。 

昨年度多くの取材を受け、全国的な場に置いて、当センターが紹介されたことや機関誌に掲載されたことから、

地域に密着した活動をしているセンターとして取り上げられたようです。 

当日は、介護予防講座、一時預かり、小町カフェ、絵画同好会等の活動も見学され、今後のシルバー事業に

ついての意見交換及び要望等も直接伝えられる良い機会となりました。 

 

はつらつ館の避難経路をご存知ですか？ 
２階は、子育て支援室に外階段、東側中会議室に避難器具

(はしご)が設置されています。はつらつ館利用の際は避難経路の

確認もお願いします。 

 

 

 

 

 

【自然災害の対応について】 
公益社団法人芦屋市シルバー人材センター会員安全就業基準が平成３１年４月に改正され以下の内容が付け

加えられました。今後も台風接近等警報発令もありますので、日頃から安全対策を考えましょう。 

 総会議案書の参考資料に掲載しておりますので、詳細はそちらをご覧ください。 
 

（自然災害への対応） 

第６条 

①会員は､自然災害が予測される場合は、最新の気象情報を把握し、事故の未然防止に努めなければならない。 

②会員は、台風、豪雨、その他自然災害が予想される場合又は気象警報及び避難勧告・避難指示が発令されて

いる場合は、安全確保を確認した上で就業しなければならない。しかし、安全が確保できないと判断した場合

には、自己責任において就業を中止しなければならない。 

③自然災害による事故の未然防止のためやむを得ず就業を中止する場合、又は中止した場合は、発注者、  

グループ就業の会員及び必要に応じ事務局に連絡を行わなければならない。 

 

←中会議室のベランダ 子育て室の階段→ 

 
-  3  -

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1566613503/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEzLzA1L2Jsb2ctcG9zdF8yOS5odG1s/RS=%5eADBSK08qKJhONUEgHPcLB2Vut4nc1I-;_ylt=A2RinFp_Tl9dX3gAdT2U3uV7


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２日（金）はつらつ館大会議室で行われ

ました。 

当センターからは、総合事業や小町カフェ等の

実施状況を説明し、今後の事業発展のため活動

場所の提供や公共関連の就業機会の確保をお

願いしました。芦屋市からは今年度の施策の説明

を受け、双方活発に意見交換をしました。 
 

子ども見守り就業会員の研修報告 
 ８月２３日子ども見守り就業者向けの研修に、２３

名の会員が参加。芦屋警察署生活安全課警部補 

長谷川堅市氏から、「不審者をどう見分けるか」、

「不審者が入ってきたときにどうするか」というお話

を聞きました。不審者と判断した時は、間違ってい

ても１１０番してくださいとの事。サイレンが抑止力

になることもあるようです。 

 
 

福祉・家事援助ｻｰﾋﾞｽ意見交換会報告 
８月２８日・２９日、地域支援委員会主催で福

祉・家事援助サービス事業の拡充、就業会員の確

保等を目的として意見交換会を開催、２９名の会

員が参加しました。就業時に抱えている日々の思

いや困り事、事務局に対する要望等が出され、情

報共有を図りました。また、家事援助のイメージア

ップに対するネーミングやエプロン、よりよい就業環

境を作るための提案も多数あり、会員相互で改め

て家事援助就業を振り返る良い機会となりました。 

 

 

配分金の支払日 
8月就業分 9月13日（金） 

９月就業分 １０月１５日（火） 

＊配分金の支払日は原則として１５日（お休みの

場合は直前の営業日）。 

入会希望者説明会の日程 
９月１０日（火） 

１０月８日（火） 
 

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 

   
 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」  ９月１１日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ９月１９日（木） 

●はつらつ館（野菜市同時開催） ９月２５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) 

 

はつらつ野菜市 
９月２５日 １０月３０日 

（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 
 

 

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：９/９・３０（月）９：００～１１：３０ 

 

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！ 
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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１７日～９月３０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」を今年も開催します。今回は、当センターの特

長であるたくさんの独自事業や活発な同好会活動を中心に展示いた

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。 

                      企画委員会＆地域支援委員会 

                                             

シルバーフェスティバル、今年も開催します！ 
１１月１６日(土) 『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。収益金は地域の子ども達のために寄付

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） 受付日等の詳細は、来月以降の事務局だよりでお知らせします。 

昨年の寄付品⇒ 
 

 

「救急の日」の催しに是非ご参加を！ 
消防庁舎の色々な場所で救急に関するクイズや体験型のスタンプラリーが予定されています。  

 ●日時 ：９月８日（日）１３：３０～１５：３０ ●場所 ： 芦屋市消防庁舎（精道町8-26） 

●内容 ： 心肺蘇生法及び AED取扱・救急車展示・身近なものを利用した応急手当 ｅｔｃ 
 

 

 

高齢者スポーツ大会参加者募集!! 
先月号でお知らせしましたが、まだまだメンバーが足りません！参加賞・お弁当・お茶付きですので

奮ってご参加ください。シルバーチームで頑張りましょう！ 

 ●日   時 ： １０月１９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（金） 是非ご参加下さい！お申込みは事務局まで 
 

 

 

お花の水やりボランティア募集 
はつらつ館の周りに植えられている花々。会員有志による花ボランティアのメ

ンバーが毎日手入れをしてくださっています。感謝感謝です。 

現在、水やりのメンバーが不足しています。ご協力して下さる方は事務所まで

是非ご連絡下さい。よろしくお願いいたします！  

 

 

 

芦屋市シルバー人材センター 電話 ３２-１４１４ 
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      市民公開 各種講座等のおしらせ 

絵 手 紙 教 室 
絵が得意でなくても大丈夫！ 

原則第３木曜日 9：30～11：30 
●受講料：月１０００円（材料費込・９月分まで前納） 

＊１０月から３か月毎に更新 

キーボード教室（月曜クラス・火曜クラス） 
●３０００円（グループレッスン６０分・月２回・前納) 

大人のピアノ教室（土曜日クラス・５０分/回） 
●５０００円（個人指導５０分・月２回・前納) 

●出張レッスン６０分（１回３５００円） 

ワンコイン・イングリッシュ１５名程度 

９/２８、１０/２６（土）10:00～12：00 

●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２５名程度 
９/７・２１､１０/５・１９（土）10:00～12：00 

●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

英字新聞に親しむ（原則第１・３火曜日） 
Japan Newsの社説を英文・和文で読む １０名程度 

９/３・１７、１０/1・１５（火）13：30～14：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

入門英会話（原則第１・３火曜日）只今満席！ 
ABCを最初から(個別サポートあり) １５名程度 

９/３・１７、１０/1・１５（火）14：30～15：30 

 ●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＝募集人員10名 

①ワード入門 10/7・21・ 28（月）10:00～12:00 

受講料：3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（パソコン・スマホ・タブレット）＝募集人員各日5名 

②10/4・11・18・25（金）10:00～12:00   

③10/9・16・ 23・ 30（水）10:00～12:00 

受講料：②③各日2時間 2,500円 

※パソコン、スマホ、タブレット持参可 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

着 付 教 室  
●日程：９/１２・２６（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 

書 道 教 室 
●９/３・１７、１０/１・１５（火）原則第１・３火曜日 

●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 
 

 

 

   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 
●９/４・１８、１０/２・１６（水）１３：３０～１５：３０(10/16のみ 15：30～) ●費用：３００円/回 ●持ち物等：飲み水 

ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修 
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除の研修を行います。出席は男女問わず。 

ぜひご参加ください。 ●日時： ９月２４日（火）１３：３０～（前日ＡＭまでに要申込） ●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１９日（木） 

お手玉を通じて地域の方々との交流も増えてきました。地域の皆さんが笑顔でお手玉を楽しくされている事

が、私たちの喜びでもあります。会員の皆さんも、皆でお手玉をして笑って元気になりましょう！！ 

（今月のお手玉作りは９月１０日10:00から中会議室です。お手伝い大歓迎です‼） 
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傾聴グループ「はつらつコール」主催  「や さ し い 傾 聴 講 座」 
傾聴されることで人は癒され、本来の自分を取り戻し、新たに歩み始めることが出来るようになり

ます。そんな「傾聴」を学んでみませんか。＊受講者の年齢は問いません！ 

●１０/２・１６、１１/６・２０、１２/４（水） 全５回    ●時間：１０：００～１２：００ 

●場所：はつらつ館 大会議室 ●受講料：３，０００円(３ヶ月５回コース・前納) 

シニアライフ・トータルサポート講座 

今さら聞けない！シニアのためのお金の話 
・年金についてもう一度勉強！・９０歳、１００歳までの収支表作成！・資産寿命（？）を伸ばす方法 

 ●日 時：９月１４日(土)１０：００～１１：３０●場 所：はつらつ館 大会議室 

 ●講 師：ファイナンシャルプランナー 植田英三郎氏●受講料：５００円(要申込・当日払い) 
 

こども対象講習会等 お知り合いに是非お声掛け下さい！ 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
●日時：９/４・１８、１０/２・１６（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 

たのしい放課後教室（毎週火・木曜日）生徒募集！ 
教師経験のあるシルバー会員が、基礎学力の定着をめざし、少人数制で指導します。 

 ●小学生：１６：３０～１８：００ 算数・国語・英語から２教科まで選択可  

 ●中学生：１８：３０～２０：００ 数学・英語   ●月謝：週２回８０００円・週１回５０００円 
NEW 小学生プログラミング教室 

●日時：１０/４・１１・２５（金） 16：15～17：15 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 

 

小町カフェからのお知らせ～小町サロン～ 
★時間：原則10：00～11：30 ★参加費：コーヒー代３００円 

 月 火 水 木 金 土 
第１  数楽サロン  あむあむクラブ パッチワーク  

第２  洋楽ポップス  ネットトーク   

第３ 詩吟サロン  パッチワーク  井戸端会議  オープンカフェ 

第４   英語クロスワード 小町句会  
ジャズを楽しむ会 

13：30～15：00 

カフェの営業時間：月～土曜日の９：００～１７：００ 
【手作りケーキでお茶会】９月１２日（木）10：00～11：30 ケーキ・飲物代 ５００円 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

小町カフェ内の壁面を作品等の展示場所として使用できます。月～土の６日間、 

会員は５００円、一般は１０００円で使用可能です。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【小町カフェギャラリー】「ペットの写真展」作品募集！ 
ワンちゃん、ネコちゃん等のペットの写真展を企画しています。大きな写真を

お持ちでない方は写真データを頂ければ実費（A３サイズ７００円）で拡大焼

き付けし、写真展終了後に差し上げます。額はセンターで用意します。 

●参加出展料：無料   ●展覧会期間：１０月予定  

●申込締切：９月２０日(金)までに事務局までご連絡下さい 
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お仕事の紹介（請負・委任） 
事務局までご連絡下さい！ 

  時間等 人数 

  
月初 

（自転車か単車必要） 
１名 

  
火・金 

8：00～10：00 
１名 

  
土・日 

8：00～10：00 
１名 

  
火・金・土 

7：30～10：30 
１名 

  
曜日相談 

16：20～20：20 
１名 

  

ローテーション 

13：00～17：00 

14：00～18：00 

２名 

  
週２～３日 

8：00～12：00 
1名 

  
曜日相談 

16：10～20：10 
1名 

  
週4日（土日含） 

8：30～13：00 
２名 

  
月・木 

7：00～9：00 
１名 

  
月・水・日 

18：10～20：10 
１名 

  
４時間交代 

10：00～22：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
曜日相談 

8：00～12：00 

12：00～16：00 

１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
月・木・土 

10：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

8：30～11：00 
1名 

  
火・土 

8：00～9：00 
1名 

  
月・火・水 

7：00～9：00 
1名 

  

曜日相談 

11：00～13：00 

18：00～22：00 

1名 

  
火曜日 

午前３時間 
１名 

  
曜日・時間 

要相談 
１名 

  
週２回（曜日相談） 

午前２時間 
１名 

  
週２回 

曜日・時間相談 
１名 

  
火 

午前３時間 
１名 

家庭 

（岩園町） 
庭掃除 

第１・３木曜 

8：00～10：00 
１名 

家庭 

（三条町） 
庭掃除 

水か木曜日 

時間相談 
１名 

家庭 

（東山町） 
庭掃除 

週１回（曜日相談） 

時間相談 
１名 

家庭 

（大原町） 
掃除 

土曜日 

9：00～11：00 
１名 

家庭 

（親王塚町） 
掃除 

月・木 

9：00～11：00 
１名 

家庭 

（船戸町） 

洗濯・食事作り

(買物あり)  

月・水・金 

時間相談 
１名 

家庭 

（松浜町） 
庭掃除 

月２回 

曜日・時間相談 
１名 

 

事務所お仕事紹介コーナーに 

なんでも相談箱を設置しています 
月一回事業運営部会で開封します。 

就業以外のことでもＯＫです。 
 

 

センターに届いた忘れ物について 
９月末に処分させていただきます。事務所入り

口に置いていますので心当たりのある方はお申し

出ください。帽子、小銭入、ペットボトルケース、鍵

等です。傘の忘れ物もたくさんあります。貴重品は

別途お預かりしていますのでお問い合わせください。 

 

＊写真のほかにもたくさんあります。 
 

芦屋市プレミアム商品券販売所 

当センターは芦屋市プレミアム商品券の販売所に

なります。 

●販売期間：９月１７日から２月２９日まで 
 

地域班世話人４４名になりました！ 
急な坂道の多い三条町、世話人さんを１名増員

することになりました。よろしくお願いいたします！ 

●阪急西地区   亀岡順子（敬称略） 
 

 

１０月の消費増税に伴って、事務費

率を現在の１０％から１２％に変更い

たします。発注者にはセンターからお

知らせいたします。 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 

 

（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）     

第５９回ＡＳＧゴルフコンペ ご案内  新規加入歓迎！女性も楽しんでいます。 

日時:令和元年10月16日(水) 費用:8,480円(昼食費込)免税650円（70歳以上） 

場所:滝野カントリー倶楽部迎賓館コース☎0795-47-1911 

お問い合わせ・・・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。初心者でも大丈夫！ 

どんな活動しているか見学に来てください。 

絵画クラブ 
“ＯＬＩＶＥ” 

毎月第２・４木曜日 １３時～１６時  

はつらつ館２階中会議室＊初心者歓迎 

それぞれが自由な画法で描いています。 

まずは見学にいらしてください。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

毎月第２日曜日 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！ 

手芸同好会 
毎月第３火曜日 9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室２  見学自由 

編物に限らず、手芸何でも楽しめる同好会に

なりました。和気あいあいと楽しいですよ！ 

ビデオ散歩 

倶楽部 
映画上映日：＊奇数月の第２火曜日 

13：30～16：00 はつらつ館中会議室  

上映日：９月１０日(火)  当日自由参加     

中谷美紀主演 『繕い裁つ人』 お楽しみに！ 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
毎月第１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  

＊毎月第１月曜日お待ちしています！  

未経験者・初心者大歓迎。見学に来て下さい 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

９月１４日(土) 9～12時・定例会 

９月２１日(土)１３～１６時は女子会 

９月２８日(土)１３～１６・定例会 

上半期リーグ戦最後の月です。皆さん、ラスト

スパートを！女性会員の方、女子会にもお気

軽にご参加ください。初心者も大丈夫です。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

定例会：９月１７日(火) １３時～１6時 

場所：ｶﾗｵｹ「パティオ」（打出町3-30） 

＊部屋№４・５・９号室 参加費：600円 

希望者は１９時迄延長可能(追加料金なし)  

初めての方も大丈夫！会員なら誰でもＯＫ。     

♪懐メロから新曲まで楽しく歌っています♪ 

将棋同好会 
９月１２日・２６日(木) 9：30～12：00 

はつらつ館２階中会議室 ＊見学自由 

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ぜひ覗いてみて下さい。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 
第１土曜14時～ はつらつ館大会議室 

第２火曜10～12時 （市内別会場） 

音楽に興味ある方、見学に来てください。 

問合せ：入部まで 

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！～ギターもＯＫ見学自由 

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！ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

9月9日(月)30日(月) 10月4日(金) 

場所：はつらつ館２階中会議室13：30～ 

発声練習から始まり、愛唱歌等いろいろ歌って

います。見学ＯＫ。一緒に歌いましょう！ 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

毎月第２日曜●池田泉州銀行芦屋支店2階会議室  ＊トランプを使ったゲームです。 

第２月曜：はつらつ館作業室２（両日とも 13：30～）   見学に来てみて下さい。 

～ご報告～ 

歩こう会 
(48回目) 

 

今回は１３名（内子供さん２人）が参加。六甲山裾野（標高

７００M）の涼風を気持ちよく感じながら、自然と動物と触れ

会える六甲山牧場を散策しました。北館から入場すると、

ヤギの元気な鳴き声、子供さんが餌をあげるともっと頂

戴、メ～！と鳴き近寄ってきました。子供さんは大はしゃ

ぎ！その後、夕陽ヶ丘展望台でワインで乾杯！チーズフ

ォンデュの昼食後、「牧羊犬によるシープドッグショー」を見学。なかなかの賢い牧羊犬でし

た。子供も大人も大満足で楽しい一日となりました。           （幹事；榎本盛明） 
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第３回 シルバー オン ステージ 
日時：令和元年１０月２６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！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員対象「はつらつキッチン交流会」のご案内 
食事作りの出来る会員増強のため、交流会を通じて、はつらつキッチン班の活動を知っていただきたく、

開催します。今回は中華料理です。男性会員の参加も大歓迎です！！！ 

 ●日 時 １０月１８日（金）９時３０分から   

●場 所 芦屋市民センター（公民館） ２１４号 料理室 ●メニュー：マーボー豆腐など中華料理 

  ＊申込など、詳細は来月号に掲載します。 
 

 

【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「修了証」が交付されます。あなたも地域福祉の担い手に

なりませんか。尚、ヘルパー等有資格者は受講の必要はありません。 

●日時：１０月２９日（火）９：００～１６：１０・１０月３０日（水）９：００～１６：３５  

＊両日とも（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３０日（月）～１０月１８日（金）  

●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課（３８－２０４０） 
 

 

 

「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３日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催）  

●場所：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＝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。） 

スマホ未経験者向け無料体験会！～らくらくスマートフォン～ 

スマホに興味はあるけれど、ちょっと不安、自分にはできるかな？と思っておられる方！朗報です！ 

一人一台の体験用スマホを用意しています。掌の中から世界が広がりますよ。是非ご参加ください。 

●日時：１０月２日（水）10：00～11：30 ●参加費：無料  ●定員：１０名（要電話予約） 
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