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令和２年度 定時総会開催のご案内 
令和２年度定時総会を下記の日程で開催します。別紙でもご案内を同封しておりますが、今年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により、「芦屋ルナホール」での開催が出来ないため、「はつらつ館」での開催

となります。会場も狭く、三密を避けるために、少人数での開催とさせていただきたいと思います。参加者に

ついては、現役員と役員候補者・各地域班代表・表彰者代表のみとし、会員の皆様におかれましては、総

会出席ではなく、委任状でのご参加をお願いいたします。なお、ご意見のある方は事前に事務局までお申

し出下さい。また、今年度の議案に「定款の一部変更」があり、総会員数の２/３以上の賛成が必要となる

ため、出欠ハガキの返信を必ずくださるよう重ねてお願い申し上げます。 
 

日 時 ： 令和２年５月２９日（金）１３：１５ ～    開 場 ： １３：００ 

場 所 ： 芦屋市シルバー人材センター 「はつらつ館」 
＊今年度は参加記念品はありません。また懇親会の開催もありません。 

 

★同封のハガキを必ずご返送下さい! 5/25締切 
 

 

●委任状には代理人の記載が必要ですが、空白の場合は理事長が代理人となります。 

氏名を記載する場合は、必ず出席をしている正会員の氏名を記載してください。 

●出席をお願いしている地域班世話人の方々は下記のとおりです。 

地域名 世話人氏名 地域名 世話人氏名 地域名 世話人氏名 

阪急地域 亀岡 順子 浜地域 瓦谷 隆一 奥山地域 福井 基夫 

ＪＲ地域 北條 時雄 海浜地域 富久 鉄男   

阪神地域 木村 素久 南芦屋浜地域 大前 浩典   
 

  地域班名 町 名 

①  赤 阪急地域 朝日ヶ丘町、岩園町、三条町、西山町、山芦屋町、東山町、東芦屋町、山手町 

②  桃 ＪＲ地域 
翠ヶ丘町、親王塚町、楠町、大原町、船戸町、松ノ内町、月若町、 

西芦屋町、三条南町、上宮川町、業平町、前田町、清水町 

③  橙 阪神地域 
春日町、打出町、打出小槌町、若宮町、宮塚町、茶屋之町、 

大桝町、公光町、宮川町、精道町、川西町、津知町、平田北町 

④  黄 浜地域 南宮町、大東町、浜町、西蔵町、呉川町、伊勢町、竹園町、浜芦屋町、松浜町、平田町 

⑤  緑 海浜地域 新浜町、浜風町、高浜町、若葉町、緑町、潮見町 

⑥  水 南芦屋浜地域 陽光町、南浜町、海洋町、涼風町 

⑦  紫 奥山地域 奥池町、奥池南町、奥山、六麓荘町 
 

今回の事務局だよりには、以下のものが 

同封されていますのでご確認下さい。 

●定時総会案内 ●出欠ハガキ（委任状） 

●令和元年度決算報告概要（議案第１号） 

●議案第２号 定款の一部変更 

●議案第３～１７号 役員の選任 
＊正式な議案書は２５～２７日の間にお届けします 

 

令和２年度 年会費受付中！ 
 

年会費は会費規程により、当該年度の５月

末日までに納入しなければなりません。まだ

の方はできるだけ早く納入をお願いします。 
 



委員会を再編成！各委員会の委員を募集します！ 
昨年度、第２次中期事業計画に基づいて事業運営部会で協議を重ねた結果、現委員会が再編成さ

れ、６月以降、新体制で事業運営を推進して行くこととなります。 

シルバー人材センターは会員主体の自主的運営を基本としています。事業の理念は「自主・自立、共

働・共助」。会員の一人ひとりが組織を支え、運営は会員の総意によって行われることとなります。 

 新たにセンター運営にご協力いただける方、ご応募お待ちしております。自薦、他薦を問いません。 

＊委員会によっては募集のないものもありますのでご了承ください。 
 

●安全・適正就業推進委員会 
・センターの安全体制の整備 ・安全対策の企画及び実施 

・安全委員会だよりの発行   ・安全パトロール 

・仕事の提供や就業の現状がシルバー事業として適正で

あるかの判断  ・適正就業基準の検討 ・就業相談の受付 

●広報啓発委員会 
・センター広報活動の企画推進 

・会報「はつらつ芦屋」の編集 

・広報紙「しるば～たいむず」の編集 

・ホームページによる情報発信 ・チラシづくり 

●会員拡大委員会 
・会員の入会促進   ・女性会員の増強 

・専門技術、技能分野の会員の増強 

・退会者の抑制策の検討 

●会員意識向上委員会 
・イベント等参加促進を図る制度の策定 

・会員スキルアップ研修の企画実施 

・センターのイメージアップを図る活動企画 

●事業活性化委員会  
・会員及び地域のニーズに応じた就業開拓   

・独自事業の推進  ・派遣事業の拡大 

●会員活動委員会 
・会員相互の連携と親睦の企画実施 

・ボランティア活動の実施  ・同好会の活動支援 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 
先月の事務局だよりで、５月には元通りの賑やかな「はつらつ館」に･･･、と掲載しましたが、残念ながら、

その願いは叶わず、引き続き５月末日まで、全ての講座・教室、同好会等の使用については中止とさせて

いただきます。班の活動や各種グループの打合せ等、必要があれば会議室の貸出は可能といたしますの

で、事務局までご連絡ください。その際、マスクの着用及びアルコールによる消毒（入口に設置）、窓の開

放、間隔をあけての着席など十分に注意をお願いします。 

今後の経過を見て、一部緩和などの方針が出ましたら、変更の可能性があります。文書でのお知らせを

逐次行うことは難しいですが、センターのホームページには随時お知らせいたしますので、ご覧いただけれ

ば幸いです。 

＊感染や濃厚接触者であるとの連絡があった方は就業を中止し、必ず事務局にご連絡ください。 
 

芦屋市シルバー人材センター新型コロナウイルス感染症対策会議 
 

 

新型コロナウイルス感染：相談・受診の目安見直し 
現 状 

⇒ 

見直し後 

・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日 

以上続く 

・高齢者ら重症化リスクがあり人で風邪の症状 

や３７．５度以上の発熱が２日以上続く 

・強いだるさ、息苦しさがある場合はすぐに 

・軽い風邪の症状が４日以上続く 

・重症化リスクがある人、妊娠中の人はすぐに 

・高熱や強いだるさ、息苦しさがある場合は 

すぐに 

 

●帰国者・接触者相談センター（芦屋健康福祉事務所）３２-０７０７（平日：午前９時～午後５時３０分） 

●兵庫県２４時間コールセンター（相談窓口０７８-３６２-９９８０） 
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市民公開パソコン講座等の６月以降の日程＊中止になる場合もあります 
 パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

① ワード入門 6/10・17・24（水）10:00～12:00 

受講料：3回 2,000円（会員特典）（教材費別） 

募集人員８名 

② エクセル 13・20・27（土）10:00～12:00    NEW 

受講料：3回 3,000円（教材費別） 募集人員５名  

③ 個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

6/8・15・22・29（月)  6/5・12・19・26（金） 

時間：10:00～12:00  募集人員各日５名 

受講料：各日2時間 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） 

 小学生プログラミング教室（２年生以上） 
●日時：6/12・19・26（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 

NEW プログラミング入門 ●6/1（月） 13:30～15:30●受講料：1,500円●募集人員：8名 

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：令和２年６月１日（月）10：00～11：30 ●参加費：無料（要電話予約・先着順） 
 

前期会員研修バスツアーは中止となりました 
大変残念ですが、今回の前期会員研修バスツアーは新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりま

したので、お知らせいたします。 
 

 

 

４ 月 活 動 実 績 
8  第5回新型コロナウイルス感染症対策会議 

10  第１回会員活動委員会 
15  第６回女性の会運営委員会 
17  第１回事業運営部会 
27  第１回広報委員会 
28  決算監査 

 

事業運営部会 
●第１２回 （４月１７日） 

・各委員会報告 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

・令和２年度定時総会について 

・役員改選について 
 

専門委員会 
●第１回 会員活動委員会（４月１０日） 

・前期会員研修バスツアーについて⇒中止 

・清掃ボランティア（4/25）について⇒中止 

・シルバーオンステージについて 

・年間実施計画について 

・同好会報告 

●第１回 広報委員会（４月２７日） 

・「はつらつ芦屋」３０号について 

 

 

～～事故ゼロ運動～～ 
先月に続いて今期間も事故ゼロ！ぜひともこの

調子で日数を増やしていきましょう。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故  １０４日 

     賠償事故  １４５日（５月１１日現在） 
 

 

配分金の支払日 
4月就業分 5月1８日（月） 

５月就業分 ６月１５日（月） 

 ６月就業分 ７月１５日（水） 

 
 

＊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）。 

＊但し１月と５月は原則１８日となります。 
 

 

入会希望者説明会の日程 
５月１２日（火） 

６月９日（火） 

７月１４日（火） 
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お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
  時間等 人数 

  
４月から火・金 

8：00～10：00 
１名 

  
月～金 

12：30～16：00 
１名 

  
金・土・日 

8：30～12：00 
１名 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
月 

11：00～14：00 
１名 

  
火・水・金 

17：00～20：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
10：00～22：00 

の間４交代制 
１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  
火・木 

16：00～19：30 
１名 

  
木・金 

7：00～8：30 
１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・金 

8：00～12：00 
１名 

  
火 

7：30～9：30 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
火 

午前３時間 
１名 

  
木 OR 金 

午後２時間 
１名 

  
水 

8：30～11：30  
１名 

  
金 

8：30～11：30  
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
週１日 

曜日・時間相談 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 
  

月・木・土・日 

8：30～12：30 
１名 

  
火・木 

6：30～10：00 
１名 

  
曜日相談 

16：20～20：20 
１名 

  
木・金・土 

16：10～20：10 
１名 

  
月・金 

5：30～9：30 
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。 
 

 

小町カフェ・スタッフ募集（若干名） 
（「はつらつ館」隣接のカフェ） 

＊コーヒーの淹れ方等、丁寧にご指導します。 

（残念ながら現在は営業休止中です。再開後は、

ぜひご一緒しましょう！） 

 

 

 
 

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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