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平成 27年度定時総会を開催しました 
 

５月２８日（木）、芦屋ルナホールで

平成２７年度定時総会を開催しました。

議決権総数１０３１名（５/２８現在)の  

うち、７６９名（当日出席３０１名、委任状

４６８名）の出席となりました。 

瀧脇節子会員の司会進行で、理事

長の挨拶、発注者様への一般表彰  

(２社)､２０年永年会員表彰（２名）、１０

年会員表彰（２６名）、職員表彰（１名）

が行われ、感謝状、表彰状と記念品が

授与されました。 

山中芦屋市長、幣原県議会議員、 

小原県民センター参事、中島市議会議

長（メッセージ）から祝辞をいただいた

後、定足数の確認。議長には 髙橋 

信博会員が選出され、報告事項４

件、決議事項３件、定款の一部変更

も異議なく、審議は滞りなく行われました。 

２６年度は事業実績が初めて４億円を超えました。独自事業

も飛躍的に伸び、ますます「はつらつ館」は活性化しています。

一層の発展をめざし、総会は無事終了しました。 

 

総会終了後は安全委員会による「安全大会」を開催。今年の

安全標語の優秀作品には、向井節子会員の 「これ位 思った

すき間に事故の影」が選ばれ、最後に永井安全委員による 

「大会宣言」で幕を閉じました。市民センターに場所を移しての

懇親会には、多くの会員が参加。親睦の輪が広がりました。 

 

 
 

 

今年は定款の一部変更という重要な議案がありました。定款の変更には「総正会員等の半数以上であって、

総正会員等の議決権の３分の２以上に当たる多数」の決議が必要です。最終的にその数に達してはいました

が、今年は例年より出席数も、委任状数も少なく、また、残念なことに、総会出欠のお返事のない方が、    

約２５０名もおられました。総会はセンターにとって最も重要な会議です。 

センターの理念は 「自主」 自分のものとして考え  「自立」 自分たちの力で育て 

      「共働」 皆で一緒になって働き  「共助」 お互いに助け合う 

皆さんの積極的な参加を心からお願いいたします。 

 欠席の方は、カウンターに議案書を置いておりますので、お持ち帰りください。公務欠席を返信はがきで  

お返事いただいた方には記念品をお渡しいたしますので、ご来局下さい。（６月末期限とします） 

理事長（前列右）と永年表彰会員のみなさん。おめでとうございます！ 

安全宣言を読み上げる永井委員 



５ 月 活 動 実 績 
8  第２回会員活動委員会 

12  入会説明会 

13  兵シ協阪神ブロック会議（常務） 

  第１回女性会員拡大推進会 

14  第１回安全パトロール 

15  第２回理事会 

  第２回事業運営部会 

19  入会説明会 

21  新入会員オリエンテーション 

  第２回アンケート検討会 

22  事務局会議 

25  第２回広報委員会 

26  芦屋社会福祉協議会評議員会（常務） 

28  定時総会 
 

理 事 会 
●第２回 （５月１５日） 

・被表彰者の決定について 

・５月入会者の承認について 
 

事業運営部会 
●第２回 （５月１５日） 

・総会について 

専門委員会 
●第２回 会員活動委員会（５月９日） 

・前期会員バスツアーについて 

・年間実施計画について 

●第２回 広報委員会（５月２５日） 

・「はつらつ芦屋」２０号について 
 

このたびの総会で発表された標語を紹介します！  
 

☆平成２７年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

  最優秀  向井 節子 

これ位 思ったすき間に 事故の影 
  優 秀  岩崎 準一 

安全は 家を出てから 帰るまで 
  優 秀  鈴木 一生 

忘れるな！ あなたも私も 高齢者 
 

 

自転車運転、気をつけましょう 
６月１日、改正道路交通法が施行され、自転車によ

る交通違反がより厳しくなりました。信号無視や酒酔い

運転など１４項目の危険行為で、３年間に２回以上の

取締を受けた場合、講習の受講が義務となります。 

受講料は５，７００円！受講しなかった場合は５万円

以下の罰金、そして「前科者」扱いとなります。 

子育て支援班・食育講座 
 ５月２９日(金)、子育て支援班の岩井 洋会員が講

師となって子育て中のお母さんを対象に、「食育講

座・米粉のクレープ作り」に、３組の親子が参加。 

子供は２階の一時預かり室で、お母さんは１階で

楽しくクレープ作りをしました。 

「こういう教室スタイルで参加できるイベントがうれし

かったです。これからもイロイロと参加したいです。」

という声がありました。 

 
 

第２回安全パトロールの報告 
５月８日、向井委員長、永井・酒井・市来委員の４名

が剪定・除草等４か所の就業現場を巡回、安全への注

意を喚起しました。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
 今期間は傷害事故１件（就業途上の自転車事故）、

賠償事故１件（家事援助）が発生。いつどんな時も、安

全が一番です。くれぐれも気を付けてください。  
  

無事故達成日数 

    傷害事故   １３日 

     賠償事故   １８日 （６月１日現在） 
 

事 務 局 職 員 異 動 

 採 用   

 退 職   
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市民公開  各種講座等のおしらせ 

新企画～♪みんなで歌おう！日本名歌１００選♪～ 
新しい曲や歌い方を学ぶ教室ではありません。皆で一緒に歌って、心楽しい時間を過ごすクラスです。 

歌うことは健康保持につながります。   

●開講日：月２回（第２・４月曜）１０：００～１１：３０ 

●参加費：３か月(６回)で２，０００円  ●場所：「はつらつ館」 

無料体験講座…６月２２日(月)    ★まずは、無料体験に参加ください！ 
 

健康寿命を伸ばそう！介護予防講座「健康表現体操」 
懐かしい曲、なじみのある曲に合わせ、歌いながら体操します。脳の活性化、転倒防止、そして内臓機能を高めます。 

 ●開講日 ： 毎月第１木曜日 10：00～11：30  ●場所 ： エルホーム芦屋（浜町１２－３） 

 ●対象 ： 市内在住６０才以上の方    ●受講料 ： ５００円（１回）  ●定員：２０名 

６/４開講！初回は無料！是非ご参加ください！  申し込みはシルバー人材センターへ！ 

これならわかる！ 『成年後見制度』セミナー 
成年後見制度をご存知ですか？制度利用の事例紹介や手続きについて、わかりやすく説明します。 

ご自身や周りの方の身近な問題として考えていただく講座です。                （共催：芦屋市福祉部） 

 ●日時：５/９・６/１３・７/１１（土）１０:００～１２：００  ●場所：シルバー人材センター 大会議室 

 ●受講料：３０００円（３ヶ月分）      ●定員：３０名 
 

簡単手芸講座・・・和布を使った★ネックレス・・・ 
“簡単手芸”講座第２弾！物作り大好きなメンバーが、編み物、布小物、アクセサリーなどの作品作りをご指導しま

す。指先を動かすことが、若返りの秘訣と感じています。どなたでもご参加ください。 

●日時 ６月３０日（火） 13：30～15：30  ●場所 はつらつ館 2階中会議室  ●定員１０名（先着順） 

●持ち物 裁縫道具・布用はさみ・ものさし●締め切り ６月１２日（金）●参加費 ８００円（材料費含む・当日ご持参下さい）  


●申し込み 用紙に記入 又は、お電話で。
           連絡先 ハンドメイド花こもの （佐々木） 

「はつらつ写真館」定期的に開館！今度は 6/15（月）です！ 
会員特別料金！ご希望の方は事務局の申込み用紙にご記入をお願いします。（料金は撮影当日） 

●日時・場所＝偶数月の第３月曜日１０時～１２時 はつらつ館大会議室 

●撮影技術料：一般＝２０００円 会員半額１０００円（複数ポーズ）●プリント料：２Ｌ１枚＝２００円 Ａ４１枚＝５００円  
ワンコイン・一日英語クラス 

６月２７日（土） 

第１部10:00～12：00クロスワード・会話・ポピュラーソング 

第２部13：00～15：00英語ｄｅ映画「ローマの休日」③ 

●教材費 ： ５００円 （電話申込みの上、当日持参） 

 

書 道 教 室 
●日 程：５/１９・６/２、６/１６・３０、７/７・２１（火） 

●時 間： 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 

着 付 教 室  
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：６月１１・２５日（木）、 

●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 

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！  

 

Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画 
らくらくイングリッシュ（６回コース） 

●日時：4/4・18、5/2・16、6/6・20（土）10：00～12：00 

●受講料：１回５００円＋初回のみ教材費２００円 

●場  所 ： はつらつ館 大会議室  
※途中受講も可能です。 事前電話予約が必要です。 

 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：６月８・２２日（月）９：００～１１：３０ 

＊原則は毎月第２・第４月曜 

網戸・ふすま・障子、 

張替えます！ 
当センターの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 

引き受けます 
お墓清掃班が、忙しい貴方代わって

芦屋霊園内のお墓清掃を承ります 

１日５００円！全部出ても良し、一部だけでも良し、です！ 
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同 

 

 

好 

 

 

会 

～♪カラオケ同好会のお誘い♪まずはお試し会～ 
カラオケの好きな方、健康と親睦＆情報交換の場として楽しみませんか！ 

今後活動日時は毎月第３火曜日午後１時から４時までの予定です。 

初回は「はつらつ館」で顔合わせをし、その後、場所を変え、皆でカラオケを楽しみましょう♪ 

   ●日時：６月１６日（火） １３：００  ●集合場所：はつらつ館大会議室 

問合せ先：世話人／岡垣     

知的財産研究同好会～“こんなのがあれば”～ “これは便利”  
 ６月１４日  第４回 例会 （毎月 第２日曜日） １３：３０～１５：００  見学自由 

●場 所 ： 池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室    
ゴルフ同好会（ＡＳＧ）からのお知らせ 

 ６月の３４回コンペで今年前半最後の大会になります。 ９月からの大会には多数ご参加ください。豪華賞

品を用意しています。 参加ご希望の方は、 向井 ・ 木瀬まで 

第３３回大会入賞者 ５月２０日 ロータリーゴルフクラブ 

優勝 矢田英敏  準優勝 向井秀隆  第３位 箱崎正次 
 

 

写真同好会・デジイチ会 
◆毎月第１水曜日１３：３０から 

例会を開いています（見学自由） 

問い合わせ（黒住） 

デジイチ会〖第３回写真展のご案内〗
日 時 ： ６月１７日（水）～２３日（火）１０時～１７時 

（最終日は１６時まで）※土日も開催します 

場 所 ： 池田泉州銀行 芦屋支店 

（エレベーターで 2階） 
 

囲 碁 同 好 会 
毎週水曜９：３０から、 

はつらつ館２F作業室２ 

ダーツ同好会（Ａｓｈｉｙａ Ｓｉｌｖｅｒ Ｄａｒｔ Ｃｌｕｂ） 

●実技体験 （ソフトダーツ）：  

６月１２日（金）１３：３０～１４：００ 

●場所 ： ＪＲ芦屋駅南 セブンイレブン２階 
見学自由 

ビデオ散歩倶楽部同好会 
奇数月の火曜日午後に開催 

◇次回は７月１４日（火） 

１３：３０～１６：００ 

（刑事コロンボ上映予定） 
「はつらつサロン～ワイ・ガヤの会」 

 日頃見聞きしたことやお知恵拝借など、「ワイワイ・

ガヤガヤ」の同好会です。会費なし、事前申込必要なし。 

●日時：６月１４日(日) 10:00～11:30(毎月第２日曜) 

●テーマ：フリートーク 

●場所：池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室 

編み物同好会 
和気あいあいと楽しく作品作りをしています。指

を使って脳トレしましょう！ 

●日時：６/１６（火）毎月第３火曜 9：30～12：00 

●場所：はつらつ館 作業室２ 

 

麻雀同好会 「すずめクラブ」 
ベテランも初心者も和気あいあいと楽しんでいます。 

体験参加、見学、大歓迎です。 
   

例 会 ６月１３日・２７日（土） 

時間・場所 ： ９：００～ 「はつらつ館１階作業室」 

世話人 北條   

絵画クラブＯＬＩＶＥ 

毎月、第２木曜 第４木曜に「はつらつ館２階会議

室」でスケッチを楽しんでいます。初心者の方もぜ

ひご参加ください。 

●６月の定例会：２５日（木）13：00～16：00 

●場 所：はつらつ館２階 中会議室 

＊６月１１日は「シルバー・バスツアー」で屋外写生

を行います。  
 

 

前期会員研修バスツアー 
6/11 世界遺産・宇治平等院 

 まだ、空席があります！ 

是非ご参加ください。 

一人での参加でも大丈夫。 

新しいお友達ができますよ！ 

ＭＡＮパワーチーム研修のご案内 
今年度第１回の研修「換気扇の掃除」を下記のとおり行いますの

で是非ご参加ください 

 ●日時 ： ６月１９日（金）１３：００～１５：５０ 

 ●場所 ： はつらつ館１Ｆ作業室 

 ●講師 ： 加地博之会員 

 ●服装 ： 掃除しやすい服装 

 ●持ち物： 雑巾２枚以上  申込〆切は６月１２日（金） 
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お 仕 事 の 紹 介 
  時間等 募集人数 

  
月・水・土 

8：30～11：30 
1名 

  
水・土・日 

8：00～17：00 
2名 

  
火～日（応相談） 

14：00～17：00 
３名 

  
曜日・要相談 

17：00～20：30 
１名 

  
月・火・水・金・土 

7：00～9：00 
１名 

  
週３日（応相談） 

18：00～21：30 
１名 

  
月・水・金 

8：30～1130 
１名 

  
週３日 

14：00～18：00 
１名 

  
週３～４日 

6：00～10：00 
１名 

  
週２日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３日（土日含む） 

7：０0～9：30 
各１名 

  
月・木 

8：00～12：00 
１名 

  
火・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
7～10月（土ｏｒ日） 

8：00～12：00 
１名 

  

水 

8：30～14：30 

（うち休憩３０分） 

１名 

  
月以外（応相談） 

10：00～13：00 
２名 

  繁忙日のみ １名 

  
日12～16：00 

土 8～12：00 
１名 

  
週１～２回 

10：00～14：00 
１名 

  
月 

午前2時間 
１名 

 

あしやキッズスクエア・就業会員募集！ 
放課後、小学校等を利用して、子供たちに体験・交

流・遊び等の機会を提供し、居場所を確保するお仕事

です。 

●場所：精道小・潮見小 

●時間等：夏休み等長期休業日 ８:３０～１７:００ 

（ローテーション就業） 

●内容： ・自由遊び中の子供の安全管理 

   ・参加カードの押印チェックや名簿の記入 

   ・ケガ・事故等の対応 ・・・など 

＊資格は不要です 

 

 

入会希望者説明会の日程 

６月９日（火） 

７月１４日（火） 
 

配分金の支払日 

５月就業分 ６月１５日（月） 

６月就業分 ７月１５日（水） 

７月就業分 ８月１４日（金） 
 

はつらつ野菜市 
毎月最終水曜日、はつらつ館西側で開催中！ 

三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます。 

６月２４日 ７月２９日 ８月２６日 
 

 

シルバーやさい広場 

西芦屋と翠ケ丘ポケットパークで 

開催中！（毎週木曜日） 
 

 

刃物研ぎ､開催地拡大！ 
・ 西芦屋町ポケットパーク 毎月第１木曜日 

・ 翠ケ丘町ポケットパーク 毎月第２木曜日 

・ エルホーム芦屋（浜町） 奇数月第３木曜日 

・ 打出商店街 まごのて 偶数月第３水曜日 

・ シルバー人材センター  毎月最終水曜日 

（野菜市同時開催）    

 

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 
 

 
 

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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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  

●６/３・１７（水）、７/１・７/１５（水） 

●時間 ： １４：００～１５：３０ 

●場所 ： はつらつ館２階 大会議室 

●講師 ： 三谷会員  

●費用 ：３００円/１回 （当日持参） 

●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの 

成年後見制度相談窓口無料・会員対象 

これからが不安・・こんな時にご相談下さい 
＊一人暮らしで子供もいない、これからが不安・・・ 

＊親に認知症の症状が出始めた・・などなど 

日時：６月１６日（火）午前１０：００～１２：００ 

場所：はつらつ館 １階 作業室１ 

     成年後見推進グループ 

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①パソコンで買物・予約 ／1・8・15・22(水) 

②デジカメ写真の活用 ／6・13・27(月) 

③初めてのパソコン ／6・13・27(月) 

④ワード基礎 ／7・14・21・28（火）  各講座１０名募集  

 ●時  間： ①②④10:00～12:00  ③13:30〜15:30 

 ●受講料： ①④4回2,500円 ②③3回2,000円 

 

個人教室（完全マンツーマン方式・パソコン持参可） 

●日 時： 3・10・17・24(金)10:00～12:00 

●受講料：各日2時間 各 2,500円 各日 5名 
 

場所：シルバー人材センター はつらつ館 

申込：全講座来局申込時、費用支払をもって受付済 
 

手軽に作ろう！『おやじクッキング』男性会員の参加募集！ 
 女性会員が講師となり男性会員対象に実施します。包丁を持ったことのない方でもご心配なく！  

 ●日時：６月１９日（金） ９：３０～  ●場所：市民センター ２１４室 ●対象：シルバー人材センター 男性会員 

 ●定員：各２０名  ●参加費：1回８００円 ＊申し込みは事務局に参加費納入をもって受付済み 

  メニュー    魚料理ほか                                           はつらつキッチン班 
 

女性が元気＝地域が元気！ 

「自分のお手玉」作り ＆ おしゃべりの会 
 先月発行の「女性の会たより」で、すでにお知らせしておりますが、７月３１日（金）のお手玉遊び講習会の準備

としまして、「自分のお手玉」作りを下記の要領でいたします。メインはおしゃべり？ 

たくさんの皆さんのご参加お待ちします！ 

 ●日時：平成２７年６月３０日(火) １３：３０～ 

 ●場所：はつらつ館 大会議室 ●茶果代：１５０円（当日ご持参下さい） 

 ●〆切：６月１９日（金）                      主催：女性の会 
 

国勢調査の調査員募集！ 
今年１０月１日、５年に一度の平成２７年国勢調査が実施されます。それに伴い、下記のとおり国勢調査員が募集さ

れます。今回からオンライン回答も可能となり、オンラインで回答のあった世帯については、調査票の配布・回収が不

要となるため、従来よりも調査員業務は軽減されています。 

■応募要件 ・責任をもって調査事務を遂行できる方   ・原則として２０歳以上で，調査活動ができる健康な方 

   ・調査により知り得た秘密を守ることができる方 ・税務，警察，選挙に直接関係のない方 

   ・暴力団員でない，暴力団員と密接な関係を有しない方 

■任命（業務）期間  平成２７年８月下旬から１０月下旬  ■募集期間  ７月１５日まで 

■主な仕事の内容  １ 調査員説明会に出席      ４ 調査票の回収 

 ２ 担当する調査地域の確認    ５ 調査票の整理と提出 

 ３ 調査についての説明と調査書類の配布 

■調査員報酬（予定） 約３万５千円程度（１調査区） 約７万円程度（２調査区）※１調査区は概ね５０～７０世帯です。 

 

 

申し込み・問い合わせ先  芦屋市役所総務部文書法制課 

TEL 38-2010 FAX 38-8691  ←こちらへ直接御連絡下さい 

お申込みは事務局まで 

32-1414 
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