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会 員 数 

１，１１１名 

（男609名･女502名） 

（７月末現在） 

花と緑のコンクールでセンターが表彰を受けました！ 
平成３０年度から参加している芦屋市オープンガーデン。今年も「岩ケ

平公園のバラ園」と「はつらつ館周辺」の２か所で参加、「岩ケ平公園のバ

ラ園」が見事「サントリーフラワーズ賞」を受賞しました。 

７月１０日芦屋市役所での表彰式には、バラ園を手入れしている五嶋

正敏会員が参加し、伊藤市長から花鉢を受け取りました。事務所入り口

に飾ってありますので、ぜひ見て来てください！ 
 

広報啓発委員会 会報誌「はつらつ芦屋」３１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。提出の写真は返却いたしませんので

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) 

 「紀行・寄稿・奇行」など他の投稿も、もちろん募集中！（締切：９月２６日(金)事務局にお届けください）  
 

機械清掃講習会のご案内 
９月１３日（日）９時～はつらつ館

にて機械清掃講習会を実施しま

す。機械清掃班としての就業にご

興味ある方はぜひご参加下さい。

汚れてもよい服装と靴下でお越しく

ださい。要申込（定員１０名） 

担当：大谷・森川 

芦屋市生活支援型訪問サービス従事者向け

ステップアップ研修会 
９月１８日（金）１３：３０～１５：００ 

芦屋市生活支援型訪問サービスで

就業中の会員の方はできる限り参

加をお願いします。 

対象会員には別途案内を郵送しま

す。                担当：今井・森川 

イベント中止のお知らせ 
大変残念なお知らせです。下記のイベントについて、新型コロナウイルス感染症の現在の状況を鑑み、

中止とさせていただきます。ワクチンや薬などが出来、この状況から１日でも早く好転するよう願うばかりで

す。来年はぜひとも盛大にイベントを行うことができますように・・・。 

●１０月３日（土）  シルバーオンステージ   ●１０月３１日（土） シルバーフェスティバル 

●１１月予定の後期会員研修バスツアー 
 

はつらつ館の使用について、会員の皆様へのお願い 
「はつらつ館」にご来館の際は、必ずマスク着用、また入口ではアルコールでの手

指消毒を徹底し、こまめに石鹸による手洗い等もお願いします。会議室等の使用

時は、各部屋用の消毒セットをカウンターに置いておりますので、部屋に持参して

使用し、退室時には元のところに戻すようにお願いいたします。 

●来館前  ・自宅で検温（３７度以上利用不可） ・風邪の症状時の利用控え 

●使用時  ・人との距離２メートル（最低１メートル） ・原則１時間に２回、窓開け 

    ・換気扇は「強」に設定     ・使用済みのマスクは持ち帰り 

●使用後  ・使用した机、椅子、扉、窓の鍵等の清拭、消毒 
 

新型コロナウイルス感染症が収まるまでの土日の緊急連絡先：080-4173-7669  
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７ 月 活 動 実 績 
7  第２回会員拡大委員会 

8  第１回女性の会運営委員会 

10  西宮市ＳＣ来訪 

14  入会説明会 

21  新入会員オリエンテーション 

27  第２回広報啓発委員会 

28  事務局会議 

31  第７回新型コロナウイルス感染症対策会議 

  第３回理事会 

  第４回事業運営部会 
 

理事会 
●第３回 （７月３１日） 

・部会設置規程の一部改正について 

・安全委員会設置規程の一部改正について 

・適正就業推進委員会設置規程の廃止について 

・会員費用弁償規程の一部改正について 

・専門委員会設置要綱の一部改正について 
 

事業運営部会 
●第４回 （７月３１日） 

・各委員会報告 

・第１四半期実績について 

・新型コロナウイルス感染症への対応について 

・市長・市議会議長への要請行動について 

・市役所パネル展について 
 

専門委員会 
●第２回会員拡大委員会（7/7） 

・会員の入会促進について 

・女性会員の増強について 

・退会者の抑制について 

・センターチラシ配架について 

●第２回 広報啓発委員会（7/27） 

・「はつらつ芦屋」３１号について 

・センターの広報・啓発について 

 
 

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。 

７月の安全パトロール＝雨のため中止＝ 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
残念ながら今年度初めての事故が発生。剪定

中の刈払機による飛び石事故です。くれぐれも気

を付けて就業をお願いいたします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故  １８８日 

     賠償事故   ４８日（８月３日現在） 
 

 

 

令和２年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

ゆとりある 時間と笑顔で 安全作業 
 

☆兵シ協安全就業スローガン（R2年度～R4年度） 

安全は 小さな注意の 積み重ね 
 

 

就業相談窓口のご案内 
就業相談窓口を８月２０日（木）9：30～12：00

に開設します。ご相談のある方は事前に事務局

にご予約の連絡をお願いします。担当：大谷･日笠 

      ３２-１４１４（お間違えのないように！） 
 

 

 

配分金の支払日 
７月就業分 ８月１４日（金） 

 ８月就業分 ９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）。 

＊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 
８月１１日（火） 

９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 

   
   

 
 

 

 

 

電話番号の掛け間違えで、ご迷惑をかけて

います。 ３２-１４１４ 

お間違えの無いようお願いいたします！ 
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お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
  時間等 人数 

  
月～金 

12：30～16：00 
１名 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
木 

9：00～11：00 
１名 

  
土・日・祝 

11：00～17：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  

10：00～14：00 

14：00～18：00 

シフト制 

１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  
月・金 

9：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

7：00～9：00 

１～2

名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・金 

7：30～9：30 
１名 

  曜日・時間相談 １名 

  
月 

午前１時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
週２～３回 

9：00～12：00 
１名 

  
火 

午前３時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
月２回月曜日 

9：00～10：00 
１名 

  
月・水・金 

午後2時間 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 

  
月・水・金 

8：10～17：20 
（朝夕送迎の間は休憩） 

１名 

  
曜日相談 

16：30～10 
１名 

  
木・日 

8：00～12：00 
１名 

 

事務所入り口横に、「お仕事紹介コーナー」を設置

し、お仕事の速報を掲示しています。 

いつでもご来局下さい！ 
 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
 

●はつらつ館       ８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) 

 

 

はつらつ野菜市 
８月２６日 ９月３０日 

１０月２８日 １１月２５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：８/１７・２４（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！ 
 

 

 

【シルバーチャレンジ講座】 

障子・網戸張替体験講座 
●日時：令和２年９月１７日（木） 

9：15開講式～15：30（受付 9：00） 

●場所：シルバー作業所（業平町6-19） 

●受講料：無料（別途材料費 500円(当日徴収)） 

●持物：小型カッターナイフ ●申込み：電話受付 

●定員：６名＊受講には選考あり(一般市民優先) 
 

 

 

 

 

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！ 
 

 

～ 小町カフェの手作りジャム～  

４５０円（税込） 
「トマトジャム」を定番で販売しています。 

トマトの旨味とキビ砂糖のコクがマッチして、すっきり

とした甘さに仕上がっています。※次回お買い

求めの時に空き瓶をお持ちいただくと、３０円引

き。 ただし、１個につき 1瓶のみ 

※ご進物用にも是非！（箱代１５０円） 
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女性の会  

バイオリンコンサート 
 

「女性の会」では、今年はコロナウイルス感染拡大への懸念も考慮して
参加者体験型ではなく、バイオリンのコンサートを企画しました。 
会場は、市民センター301号・302号室で広く、座席も間隔を大きくとっ
て設営します。演奏は、グノーとカッチーニの「アベマリア」「エトピリ
カ」「情熱大陸」「川の流れのように」「ホールニューワールド」他映画音
楽から等、皆さんよくご存じの曲目です。美しいバイオリンの音色をお
楽しみください。 

◆日時：9月3日（木） １３：３０～１５：００ 
◆場所：市民センター301号室・302号室 ◆参加費：無料          
◆定員：50名(通常定員の１/３以下とし先着順） 
◆申込：事務局まで（電話可） 

※今回は、会員以外のお友達も是非お誘いください。 
 

 

 

バイオリン：本郷 舞 
関西を拠点として各方面でライ
ブ活動やイベント出演、訪問演
奏などを展開。エリーゼ音楽
アカデミー、新響楽器講師。 
 

ピアノ伴奏：北川 喜久子 
芦屋市シルバー会員 
 

マスク着用・検温にご協力ください。 
状況により開催中止の場合もあります 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 
＊来館される方は、必ず、検温して熱がないかの確認とマスクの着用をお願いします。 

＊はつらつ館への入館前には、入口設置のアルコールで手指消毒をお願いします。 

＊お互い距離をとりあい、部屋の換気（1時間に2回程度）を心掛けてください。 

＊各グループ代表者は、活動日の参加者名簿を必ず作成してください。 

 

（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） 

コロナ禍で前期は中止としていましたが、会員各位のご要望にお応えして 9月に再開いたします。 

ご参加お待ちしています。 締切：8月31日   担当：向井（34-5253） 津川 

プレー日：9月16日(水) 8時30分  プレー料金：6,950円(昼食費込)  会費：1,000円 

プレー場所：ロータリーゴルフ倶楽部ニューコース（神戸市北区淡河町） 電話：078-959-0088 

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～ 

メンバー募集中！ 初心者も歓迎！ 

その日のメンバーで対戦します。 

気軽に覗きに来てください。 

7月から、消毒液を傍ら

に置いて、涼しい部屋で

換気もしながら再開して

います！ 
(マスクはご持参ください。) 

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” 

毎月は第２・４木曜日が例会です。 

13～16時  はつらつ館2階中会議室  

一緒に絵を描きましょう。未経験・女性も男性も大

歓迎！一度遊びに来てください。8月は 27日のみ 

はつらつサロンワイ・ガヤの会  お休み中です。 再開時期を検討して、改めて事務局だよりでお知らせいたします。  

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 

編物や手芸何でも楽しめる同好会です。和気あい

あいと、手作りを楽しんでいます。 

ビデオ散歩倶楽部 奇数月のみ活動しています。９月１４日（月）に開催(上映)を予定しています。詳細は次月号で！  

ダーツ同好会ＡＳＤＣ        お休み中。  再開時期については改めてお知らせします。 

麻雀同好会(すずめクラブ)    お休み中。  再開時期については改めてお知らせします。 

カラオケ同好会“ひばりクラブ” お休み中。  再開時期については改めてお知らせします。 

将棋同好会 
毎月第２・４木曜日が活動日です。 

9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 

7月から再開しましたが、8月は 27日のみです。

対局を楽しみましょう！ マスクはご持参ください。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

第１土曜/はつらつ館２階14：30～16：30                          現在9名で 

第２土曜/市内別会場13～17時(内2時間)                         活動中♪ 

問合せ入部まで（080・5327・2906）                              メンバー募集 

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） 

♪ウクレレだけでなく・ギターもOK！  

～楽器＋【マスク】持参ください～ 

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」 

８月は２４日(月)のみ 13：30～15：00 

場所：はつらつ館２階中会議室 

『飛沫防止』の工夫をして再開しました。  

男女混声合唱です。マスクはご持参ください。 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

第２日曜：芦屋市内別会場       いずれも 

第２月曜：はつらつ館2階作業室  13時から 

ご連絡は鈴木まで。 

メンバー募集中！ 奥の深い 

トランプゲームで、認知症予防 

にいいと言われています。 

マジック研究会 
‟観客の皆様をアッと！驚かせるように頑張りましょう‼”  現在7名 メンバー募集中！  

第３月曜日13～15時 はつらつ館2階作業室 代表：入部兼昭 

月1回2時間 お休みの場合は補講があります   ・・・参加希望の方は入部まで・・・   
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市民公開各種講座の８月以降のお知らせ＊対策を講じての開催です 

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

●パソコン入門 9/9・16・23（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 

●ワード 9/12・19・26（土）  

受講料：3回 3,000円（教材費別）募集人員：5名 

●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、タブレット持参可） 

8/17・24・31（月) 8/21・28（金）10:00～12:00  

9/7・14・28（月) 9/4・11・18・25（金）10:00～12:00 

・募集人員各日５名・受講料：各日2時間2,500円 

●大人プログラミング入門9/7（月）13:30～15:30 NEW 

受講料：1,500円 募集人員：8名 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

絵 手 紙 教 室 
絵が得意でなくても大丈夫！ 

原則第３木曜日 

●9：00～ ●10：30～ 
●受講料：月１０００円（材料費込） 

① キーボード教室（火曜日） 
・3ヶ月で１曲を両手で完成目標 

・3,000円（グループ・60分・月2回) 

② 大人のピアノ教室（日時：応相談） ＊センターは満席です 
・別会場：6,000円（会場費含む）（個人・60分・月2回) 

 (注) 別会場は会場費も含む ①②とも事前連絡欠席の場合は振替あり 

ワンコイン・イングリッシュ 

８/２２（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 
８/１･１５、９/５・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  

８/４・１８、９/１・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） 
ABCを最初から(個別サポートあり)   

８/４・１８、９/１・１５（火）14：30～15：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

着 付 教 室 ★８月はお休み★ 
●日程：９/１０・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 
●８/４・１８、９/１・１５（火）原則第１・３火曜日 

●成人１３:３０～・１５:３０～ 

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円 

  ＊教材費５００円含む 

 こども対象講習会等  
 小学生プログラミング教室（２年生以上） 

●日時：9/11・18・25（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 

   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：８/５・１９、９/２・１６（水）１３：３０～１５：３０    ●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：８月２５日（火）１５：００～（前日の８/２４ＡＭ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！ですが、８月はお休みです！ 
（原則月１回・第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒８月はお休みです！ 

「はつらつ写真館」  会員は特別割引！（申込用紙は事務所にあります） 
●日時：９月３日（木）10：00～12：00  ●場所：はつらつ館 中会議室   ●定員：１０名要予約  

●撮影料：一般＝3000円 会員＝2000円   ●プリント料別途必要(当日支払) 
 

 
-  6  -

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561599949/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNTQ1ODUwNDE3MzI0MzMzMzMxLw--/RS=%5eADBhAZgbsveXXwziVxu_WNwmBbkwgQ-;_ylt=A2RinFFNzhJd0jcADAyU3uV7



