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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！ 
 

シルバーフェスティバル２０１９ 開催します！ 
１１月１６日(土) １０:００～１６:００ 

●はつらつ館全館    ●南側道路（歩行者天国） 

ご寄贈おねがいします！バザー用の品物の受付について 

＊受付日：１１月１１日（月）～１４日（木）１０：００～１６：３０ 

＊持込場所：はつらつ館１階 作業室前 
ご家庭で不用な贈答品・日用雑貨･食料品（消費期限１カ月

以上、生もの不可）・電化製品・ＣＤ、ＤＶＤ等々ご寄贈下さい。 

衣類は下着・靴下の新品のみ（古着は受付なし）。 

ご寄贈下さる品物は、必ず事前に使用可能かどうかのチェッ

クをお願いいたします。 

 バザー寄贈品の受付ボランティア募集 
事務所カウンターの受付簿に お名前をご記入いただくか、事務所までお電話下さい。 

 

 

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！●場所：作業室２ 

１０/１１（金）１０/３１（木）10：00～16：00、１０/３０(水) １３：００～17:00 

１１/１（金）１１/１８（月）10：00～16：00、１１/２７(水) １３：００～17:00 

 ＊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！ 

おもちゃの材料（１ℓジュース（牛乳不可）の紙パック･ペットボトルのふた）募集しています！ 

 
 

 



９ 月 活 動 実 績 
3  第２回適正就業推進委員会 
6  阪神ブロック会議（北田常務） 

10  入会説明会 
13  第４回会員活動委員会 
17  新入会員オリエンテーション 
20  第６回事業運営部会 
25  近シ協職員研修（羽渕主幹・森川） 
26  近シ協職員研修（羽渕主幹・箱崎） 
27  派遣元責任者講習会（北田常務） 
30  第６回広報委員会 

  事務局会議 

事業運営部会 
●第６回 （９月２０日） 

・各委員会報告 

・街頭普及啓発活動について 

・新規独自事業について 

・配分金の見直しについて 

・専門委員会の見直しについて 
 

専門委員会 
●第２回 適正就業推進委員会（９月３日） 

・長期継続就業について 

・就業相談について 

・●第４回 会員活動委員会（９月１３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 

・清掃ボランティアについて 

●第６回 広報委員会（９月３０日） 

・「はつらつ芦屋」２９号について 
 

９月の安全パトロール 
９月１０日、永井委員長・清水・佐々木委員が除

草・剪定現場５か所を巡回。３５℃の猛暑の中の一

人就業など、今後対策の検討が必要な事案もあり、

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～～ 
今期間立て続けに事故５件発生。傷害事故は

配布、散水、就業帰途の３件、賠償事故は剪定、

散水の２件。今年度事故ゼロが続いていただけに

本当に残念です。ちょっとした気のゆるみが事故に

つながります。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  １９日 

     賠償事故    ６日 （１０月７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１０月２４日（木）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！） 
 

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。また最低賃金

が１０月１日から改正され、兵庫県は８９９円になり

ました。当センターの配分金についても適宜改正し

ます。発注者にはセンターからお知らせします。 
 

 

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

●はつらつ館（野菜市同時開催）１０月３０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 
１０月３０日 １１月２７日 

１２月２５日 １月２９日 

（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 
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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：３カ月で３０００円（材料費込） 

＊１０月から３か月毎に更新 

①キーボード教室（火曜日） 
●３０００円（グループレッスン６０分・月２回・前納) 

②大人のピアノ教室（土曜日） 
●５０００円（個人レッスン５０分・月２回・前納) 

・出張レッスンもあります！ 

①②とも欠席の場合、補講あり 

ワンコイン・イングリッシュ１５名程度 

１０月休み・１１/２３（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 
１０/５・１９､１１/２・３０（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 

１０/1・１５、１１/５・１９（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 

１０/1・１５、１１/５・１９（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年賀状作成11/11・18・ 25（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 

②11/6・13・20・27（水）10:00～12:00 

③11/8・15・22・29（金）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：１０/１０・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 

書 道 教 室 
●１０/１・１５、１１/５・１９（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 

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：１０/２１・２８（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！ 
 

芦屋市プレミアム商品券 

販売中！ 
●販売期間：～２月２９日まで 

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」です。 

ご入用の際は是非当センターでお買い求

めください。 

 

 
 

 

 

 
 

兵庫県シルバー人材センター事業推進大会開催のお知らせ！！ 
１０/３０（水）１３時から神戸・松方ホールにて県下のセンターが一同に集まる兵シ協事業推

進大会が開催されます。今年は当センターからは１８名の会員が永年表彰を授与されます。 

どなたでも参加無料、粗品進呈もありますので、是非ご参加ください。 

後期会員研修バスツアーの日程が１１/２６に決定！ 
行先はまだ未定ですが、日本海方面、海の幸を味わうツアーになります。日程は１１月２６日（火）に 

決定しました。お仕事等を調整していただき、是非たくさんのご参加をお待ちしております！ 

 

是非たくさんのご参加をお待ちしております！ 
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   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 
●１０/２・１６（水）、１１/６・２０１３：３０～１５：３０(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 １０月はありません！ 

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）⇒１０月１７日（木） 

今年も“シルバーオンステージ 2019”に出演します。今年のステージは、お手玉演舞３曲を予定しています。

わらべ歌や童謡に合わせるだけではなく、今年はキッズの子たちが考えた振り付けをドレミの歌に合わせてお

手玉をします。まさにチャレンジです。今年もオンステージは笑顔で溢れそうです。 

（１０月８日のお手玉作りは休み、お手玉演舞練習日に変更します。） 
 

こども対象講習会等  

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
原則第１・３水曜日 16：00～17：00 月２回３０００円（材料費込） 

ラポルテ東館・地下通路にて、第２回子ども絵画教室作品展を開催 
日程 ： １０/７ ～ １０/３１ 

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 
 

 

１０/１０ 小町カフェはオープン２周年を迎えます！ 
１０/１０（木）9：00から先着５０名様に手作りの「キャンディポーチ」をプレゼントします。割引券のついた

チラシも同封していますので、是非美味しい珈琲を飲みにお立ち寄りください！ 
小町サロン ★時間：原則10：00～11：30 ★参加費：コーヒー代３００円 

10月 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 祝日 あむあむクラブ パッチワーク  井戸端会議  オープンカフェ 

第４ 詩吟サロン 10/24祝日 英語クロスワード 小町句会  10/26休業 

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・絵手紙】１０月１１日（金）10：00～11：30ケーキ・飲物代５００円 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【小町カフェギャラリー】 

「ペットの写真展」開催中！１０/７～１９ 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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。 
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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・・・ 

＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべ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

険の対象外です。） 

＊同好会は、3名の世話人が集まれば立ち上げ可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。 

＊土曜日のはつらつ館への出入りは、西側駐車場側のドアになります。（正面玄関は閉鎖しています。） 

 

（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６０回ＡＳＧゴルフコンペ ご案内 今年度最後のコンペです。新規参加者歓迎！ 

日時:令和元年１１月２０日(水) 8時22分スタート     担当:向井 

費用:７，３５０円(昼食費込)免税420円（70歳以上）      小幡 

場所:フォレスト三木ｺﾞﾙﾌ倶楽部（三木市細川町）☎0794-82-8422   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” 

第７回作品展開催します （芦屋市民センター３階ギャラリー）  

10月16日(水)～10月21日(月) 午前9時から午後9時まで ＊最終日は 16時まで  

個性を大切に楽しく描いています。 ～是非、お立ち寄りくださいませ。～   

              （例会：毎月第２・４木曜日13時～16時 はつらつ館中会議室） 

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：１１月１２日(火) 当日自由参加      

上映作品（次月号でお知らせします。洋画の予定） 

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) 
10月12日(土) 9～1６時・クラブ大会 

10月26日(土)１３～１６時・定例会 

10月12日は第10回の記念クラブ大会です。  

皆さんで大いに楽しみましょう！！ 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

定例会：１０月１５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 
１０月１０日・２４日(木) 9：30～12：00 

はつらつ館２階中会議室 ＊見学自由 

その日のメンバーで対戦します。初心者歓迎

これからやってみたい方覗いてみて下さい！ 

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 １３～１７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」 

１０月２１日・１１月１１日・25日 （月） 

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。 
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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！  

 

街頭普及啓発活動を行います！ 
８月は雨のため中止になってしまいましたが、１０月実施します。センターをより知ってもらうため、また会

員増強のため、役員・企画委員がパンフレット・ティッシュなどを配布し、街頭普及啓発活動を行います。 

●日時場所：１０月１５日（火）９：３０～１０：３０南宮町KOHYO前・南宮郵便局         企画委員会 
 

清掃ボランティア活動ご協力ありがとうございました！ 
 日差しはまだまだ強いけれど風はようやく涼しくなっ

てきた１０月５日（土）、２号線沿い＆中央線の歩道を

会員・職員総勢４０人で清掃。“ポイ捨禁止”の幟旗と

揃いの黄色いブルゾン姿で、お仕事だけでなく、地域

に貢献するシルバー人材センターを大いにアピールし

ました。終了後は大会議室でささやかですが懇親会を

開催。楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

９月入会の新入会員、岡田一二三さんからお声を

頂きました！「今日初めて参加させていただきました。

皆さん楽しそうに和気あいあいとゴミ拾いをされていま

した。どうもお世話様でした！」 
 

 

 

市役所パネル展に２００人が来場！ 
９月１７日から３０日まで、２週間にわたっ

て、市役所北館でセンターの活動紹介の

パネル展を開催。今回は主に独自事業・

同好会・女性の会を特集しました。生き生

きと活躍している会員の様子に、来場者か

ら「大変ハッピーになりました」「近く入会に

行きます」等のお声を頂きました。 
 

 

 

 

 

～お誘い～ 

歩こう会 
(通算５０回目) 
雨天決行です。 

今年春には、雨に降られながらの旗振り山での桜、夏には六甲山牧場でのチーズフォン

デユーを味わい、その後シープドッグショウなどの見学を実施しました。結構人気がよ

く沢山の方々にお集まりいただき、懇親を深めることができました。今回は、恒例の年

末忘年会を以下の要領で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

前予約不要） 

日時；１１月３０日（土）集合９：３０(時間厳守）シルバー人材センター事務所西側 

行き先：城山往復、ロックガーデン滝の茶屋（予約済み）（11時３０分頃着予定） 

注意；軽登山靴か運動靴（ハイヒール不可）、飲み物、防寒具。（弁当不要） 

この茶屋は、芦屋から六甲山頂を目指すハイカーの入口となっており、山小屋風食堂 

という感じで、一番人気は、女将手作りの「おでん！」です。 幹事：榎本盛明） 
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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 

  
火・金 

8：00～10：00 
１名 

  
火・木・土 

7：30～10：30 
１名 

  
水 

7：30～11：30 
１名 

  
土・日 

8：00～10：00 
１名 

  
金 

7：30～10：30 
１名 

  
曜日相談 

9：30～12：00 
１名 

  
曜日相談（週２か４） 

8：00～12：00 
１名 

  
月・金 

9：00～12：00 
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 

  
水・日 

10：00～15：00 

15：00～20：00 

１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・金 

8：00～12：00 
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 

  

月・水・金 

7：00～9：30（西宮） 

その後２時間岩園 

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 

  
第１・３木曜 

8：00～10：00 
１名 

  
水か木曜日 

時間相談 
１名 

  
週１回（曜日相談） 

時間相談 
１名 

  
曜日相談 

9：00～11：00 
１名 

  
月・木 

9：00～11：00 
１名 

 

 

事務所には随時新しいお仕事を貼り出し

ていますので、いつでもご来局下さい。 
 

 

 

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。 
 

 

 

配分金の支払日 
９月就業分 １０月１５日（火） 

１０月就業分 １１月１５日（金） 

＊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 
１０月８日（火） 

１１月１２日（火） 
 

新入会員です！よろしくお願いします 
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【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 
介護予防と日常生活の自立を支援する「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

書はセンターにあります。（２日間すべての受講が必要） 

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

●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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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！ 申込は事務局まで（電話可）。 

 ●日 時 １０月１８日（金）９時３０分から  ●会費：８００円 

●場 所 芦屋市民センター（公民館） ２１４号 料理室 ●持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ等可） 

●メニュー：本格的中華料理（水餃子・麻婆豆腐・中華サラダ・スープ・デザート）   
 

 

シニアライフ・トータルサポートセミナー 

高齢者とマンション～区分建物の「終活」を考える 
内容 ●「二つの老い」への提言 ～ 区分建物の老朽化＝古い分譲マンションが抱える問題    

                 所有・居住者の高齢化＝人生100年時代の保有・居住 

     ●マンション再生の３つの選択肢を考える ～ 大規模改修、建替え、区分所有関係の解消 

  日時 令和1年11月9日（土） 10時～11時30分  場所 はつらつ館 大会議室 

  講師 上野義治氏（司法書士）   参加費：500円 
 

ゆっくりと向き合ってお話しませんか～傾聴いたします～ 
＝＝＝＝誰かに話すと心が軽くなります＝＝＝＝ 

悩みや心配事、不満や愚痴、友人関係に仕事のこと。自慢話や楽しかったこと。どんな話でも OKです。 

はつらつコール認定傾聴対話士がお聴きします。（守秘義務は守ります。ご安心ください。） 

●対象：シルバー会員  ●料金：３０分５００円 又は ６０分１，０００円（通常６０分１，８００円） 

●日時場所：担当傾聴対話士と相談  ●連絡先：はつらつコール 瀧脇（０９０－３７０９－３６２０） 
 

さくらＦＭに「はつらつコール」メンバーが出演！ 
さくらＦＭに、芦屋市シルバー人材センター傾聴グループはつらつコールメンバーが出

演します！ 日時は、１０月１８日(金)１５：２０～１５：３５です。 

①ＦＭラジオで周波数７８．７ＭＨｚに合わせてお聴きください 

②さくらＦＭのホームページから「パソコンで聴く」をクリックして聴くことも出来ます。 

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：１１月１日（金）・１２月２日(水)10：00～11：30 ●参加費：無料●残席わずか（要電話予約） 
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