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シルバー人材センターへの支援を要望しました 
８月２５日、センター役員総勢１４名が、伊藤市長、中島

市議会議長を訪問し、１１００人を超える会員が活発な会員

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。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響による実績の減

少にも触れ、公共の場での高齢者に適した就業の更なる

確保、提供を要望しました。 

 

 

「シルバーを楽しもう！」をテーマに活動紹介パネル展を開催！ 

９月１１日～９月２４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。今年のテーマは「シルバーを楽しもう！」で

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。     広報啓発委員会 
 

 

会員活動委員会から １０月１７日(土)清掃ボランティア募集！ 
秋のイベントの中止が続く中、清掃ボランティアは実施します。今年は２号線沿いの清掃のみとし、懇親会

も残念ながら無し。マスク持参・黄色のブルゾン着用でお願いします。皆で芦屋の街を綺麗にしましょう！ 

受付９：１５   開始９：３０  申込：電話又は事務所まで （詳細は来月号に掲載します） 
 

 

 

１０/１０(土) 小町カフェはオープン３周年！ 
先着８０名様に手作りジャムのミニボトルをプレゼント。是非美味しい珈琲を飲みにお立ち寄りください！ 

 
 

新規企画事業の提案を募集します！ 
センターの基本理念は「自主・自立、共働・共助」。当センターではいろいろな独自の事業を実施してい

ます。このたび、新しく地域に貢献できるような事業の提案を募集します。事業の提案には最低３名の会員

が必要ですが、募集することも可能です。まずは事業内容、目的、経費、効果などを記載する提案書が事

務所にありますので、ご来局下さい。締め切りは１１月３０日。１２月に事業活性化委員会で検討します。 

ご提案お待ちしています。                                   事業活性化委員会 

↑ 伊藤市長に要請文を渡す山中理事長 
 

市議会議長にもセンターをアピール → 
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８ 月 活 動 実 績 
6  第３回安全・適正就業推進委員会 

7  第２回会員活動委員会 

11  入会説明会 

12  第３回会員拡大委員会 

18  新入会員オリエンテーション 

  自治会連合会三役との会議 

20  第２回事業活性化委員会 

24  第２回会員意識向上委員会 

  第３回広報啓発委員会 

25  芦屋市へ要請行動(役員) 

  事務局会議 

28  第５回事業運営部会 

  兵シ協新任役員研修 

31  第４回理事会 

理事会 
●第４回 （８月３１日） 

・新規事業について 

・新理事長選任に関する質問書に対する回答について 

事業運営部会 
●第５回 （８月２８日） 

・各委員会報告 

・兵庫県下の第１四半期実績について 

・市役所パネル展について 

・新規事業について 
 

専門委員会 
●第２回 安全・適正就業推進委員会（８/６） 

・安全パトロールについて 

・安全推進大会の実施について 

・講座・講習事業について 

・作業別安全就業基準の策定について 

・委員会だよりについて 

・家事援助契約内容に関するトラブル防止について 

・危機管理マニュアルについて 

●第２回 会員活動委員会（８/７） 

・保育所ボランティアについて 

・清掃ボランティアについて 

・新しい形の交流会について 

●第３回 会員拡大委員会（８/１２） 

・入会説明会への委員参加について 

・会員募集チラシの配架について 

・会員紹介キャンペーンにについて 

・退会者抑制、居場所づくりについて 

●第２回 事業活性化委員会（８/２０） 

・家事援助サービスの分析について 

・会員アンケート実施の検討について 

・自治会連合会三役との会議について 

・独自事業の推進について 

・派遣事業について 

・発注者満足度調査について 

・地域班機能強化について 

●第２回 会員意識向上委員会（８/２４） 

・会員スキルアップ研修の企画実施について 

・イベント等参加促進を図る制度の策定について 

・センターのイメージアップを図る活動企画について 

●第３回 広報啓発委員会（８/２４） 

・しるば～たいむず表紙について 

・市役所パネル展について 

・センター掲示板について 

・「はつらつ芦屋」３１号について 
 

８月の安全パトロール 
８月１１日木山・黒葛野・金子委員と大谷職員が

除草の現場５か所を巡回し、安全点検を実施。 

各自熱中症対策はきちんされていましたが、現

場によっては敷地の広さや高低差などで、道具類

も多岐にわたり、より一層の安全確認の必要性が

ありました。 

 
 

 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間、屋外清掃中の熱中症による事故が発

生しました。例年以上に暑い夏、今後もしばらくは

熱中症対策を行うようお願いします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故  １３日 

     賠償事故  １３日（９月７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 
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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  
 

傾聴グループ「はつらつコール」主催 「回想法」学習会のお知らせ 
回想法とは、米国の精神科医ロバート・バトラーが提唱した方法で、昔の事を懐かしく思い出すこと

で、脳、心、身体が活性化され、認知症予防や改善にもつながるものです。是非ご参加ください。 

●日時：１０月２４日（土）13：30～15：30  ●場所：市民センター4階 401・402号室 

●講師：神戸女子大学教授 津田 理恵子先生 ●受講料:500円 （要事前申込） ●定員：３０名 

 

 

 

 こども対象講習会等  

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
●日時：９/２・１６、１０/７・２１（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 
 小学生プログラミング教室（２年生以上） 

●日時：10/9・16・23（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 
 

 

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：９/１４・２８（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! 
 

 

 

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 

 
-  3  -



３２-１４１４ 

市民公開各種講座の９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  

●スマホを楽しむ 10/9・16・23（金）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 ※スマホ持参、貸出不可 

●仕事に役立つエクセル 

10/10・17・24（土） 10:00～12:00  

受講料：3回 3,000円（教材費別）募集人員：5名 

●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

10/5・12・19・26（月)10/7・14・21・28（水） 

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10/5（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） 

Zoom（ズーム）の使い方講座 
Ｚｏｏｍって何？？⇒パソコンやスマートフォンを使ってセミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです 
●9月追加講座 9/30（水）10:00～12:00 

受講料：1,500円  募集人員：5名 
●10/30（金）10:00～12:00 

受講料：1,500円 募集人員：5名 

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 シニアのピアノ教室（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 

９/２６（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 
９/５・１９、１０/３・１７（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  

９/１・１５、１０/６・２０（火）13：30～14：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

只今満席 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)   

９/１・１５、１０/６・２０（火）14：30～15：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

着 付 教 室  
●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 
●９/１・１５、１０/６・２０（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 

「はつらつ写真館」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：１２月・３月・６月・９月の第一木曜日10：00～12：00 

●場所：はつらつ館内 ●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＝2000円 ●プリント料別途 

＊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。） 
 

電話番号の掛け間違えで、ご迷惑をかけています。  

お間違えの無いようお願いいたします！ 
 

 

10・11・12月、会員紹介キャンペーン！ 
紹介してくださった会員、新入会員の両方に「小町セット券」をプレゼントします。是非ご紹介ください！ 

会員拡大委員会   
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   会員対象 各種講座等のおしらせ 
ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修 

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。ぜひご参加を！ 

●日時：９月２９日（火）１３：３０～（前日の９/２８ＡＭまでに事務局の箱﨑まで要申込）  

●場所 はつらつ館内 

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：９/２・１６、１０/７・２１（水）１３：３０～１５：３０    ●費用 ：３００円/回    

●持ち物等 ： 飲み水 

芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！ですが、９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）⇒９月はお休みです！ 
 

就業相談窓口のご案内 
就業相談窓口を９/１７（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！） 
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【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。 

 

 

長靴での非難は絶対ダメ！だそうです 
非常に強い台風が、今後近畿地方にもやってくる可能性があります。早めの避難を心がけましょう！ 

 

              
      

 

 

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。 

 

 

 

 
 

←中会議室のベランダ 子育て室の階段→ 
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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） 

今年の夏は暑いですね、皆様、お身体にお気をつけ下さい。10月も開催いたしますので、ご参加 

お待ちしております。  締切：9月5日   担当：向井 津川 

プレー日： 10月21日(水) 8時30分    プレー料金：8,200円(昼食費込)    

プレー場所： つるやカントリー倶楽部西宮北コース  電話：078-903-6677 

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！ 

           消毒液を傍らに、涼しい部屋で 

換気もしながら対局しています！ 

           (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  

みんなでワイワイ、絵を描きながら楽しみません

か！未経験者の方も大歓迎です。 見学もOK！ 

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 
久しぶりの活動です！ 上映日：９月１４日（月）13：30～16：30 はつらつ館2階 大会議室 

今回は、ヴィクトル・ユゴーの同名小説のミユージカル映画化作品 （158分） 

『 レ・ミゼラブル 』 ～愛とは生きる力～ 会員ならどなたでも参加自由です。 

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 
9月は 10日（木） 24日（木） 

9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 

ｺﾛﾅ対策をして、将棋のひとときを楽しみません

か。初心者歓迎です！ マスクはご持参ください。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

9月5日(土) はつらつ館２階14：30～16：30                          

9月14日(月) 市内別会場10～12時   メンバー                         

問合せ入部まで                 募集中！                           

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」 

９月は 14日と２８日(月)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 

9月13日(日)芦屋市楠町会場 

9月14日(月)はつらつ館2階作業室 

いずれも 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 
‟さあ～徐々にレベルアップしていきましょう！！”  現在7名 メンバー募集中！  

9月7日（月）13～15時 はつらつ館2階作業室  入部兼昭 

月1回2時間                         ・・・参加希望の方は入部まで・・・   
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お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
  時間等 人数 

  
月～金 

13：00～17：00 
１名 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・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 

  
月・木 

１回１時間 
１名 

  
月・水・金 

7：30～9：30 
１名 

  
月・金 

8：00～10：30 
１名 

  
月・水・金 

8：30～10：30 
１名 

  
火・金 

7：30～9：30 
１名 

  
金曜か土曜 

9：00～12：00 
１名 

  
月 

午前１時間 
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回曜日相談 

午前１時間 
１名 

  
火 

13：00～16：00 
１名 

  
週２～３回時間相談 

（土日水以外） 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 
  

曜日相談 

16：30～10 
１名 

  
木・日 

16：20～20：20 
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。 

女性の会｢芦やん小町｣ 

バイオリンコンサートを開催 

 
９月３日(木）芦屋市民センター３０１号室で、女性

の会｢芦やん小町｣主催のバイオリンコンサートに総

勢４１名が参加（会員２５名・一般参加１３名・奏

者・職員）。今年度は、新型コロナウイルス拡大防

止のために、広い会場で距離をとり、発声を伴う交

流会は実施せず、バイオリン演奏の鑑賞となりまし

た。勢いがあり元気になる曲や心癒される曲で、皆

さんご満悦のコンサートになりました。 
 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●エルホーム芦屋（浜町）  ９月１７日（木） 

●はつらつ館       ９月３０日（水） 

＊打出商店街の「まごのて」は閉鎖となりました。 

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 
９月３０日 １０月２８日 

１１月２５日 １２月２３日 

（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 
 

 

配分金の支払日 
８月就業分 ９月１５日（火） 

９月就業分 １０月１５日（木） 

 
 

 

入会希望者説明会の日程 
９月８日（火） 

 １０月１３日（火） 
 

新入会員です！よろしくお願いします 
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