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公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２
ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４
ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３

会員数
１０５４名
（男６２３名･女４３１名）
（３月末現在）

平成２８年度のスタートです！！

通 常 総 会
平成２８年５月２７日（金）午後１時１５分～
芦屋ルナホール
出来る限り日程を調整しご出席くださるようお願いしま
す。ご案内はあらためて送付いたします。
このたびは、３月理事会で決定した平成２８年度事業計
画及び予算を別紙にてお知らせします。

地域班・班長交代・世話人交代
＊班長の交代
・阪神地域
・浜地域
＊世話人の交代
●阪急西地区
●ＪＲ西地区
●阪神西地区
●浜東地区

小林 重信 ⇒ 木村 素久
仙田 次郎 ⇒ 瓦谷 隆一
大渕 馨 ⇒ 村田 仁
山崎延一（分割後、大原町担当）
小林 重信 ⇒ 木原差登子
仙田 次郎 ⇒ 後藤 好幸

★５月の地域班活動日（事務局だより配布）は、

第２週目の５月９日です。

委員会・新任委員のご紹介
●企画委員会
●会員活動委員会
●地域支援委員会

広田 輝代 ・ 森 信行
岡垣 莞治
野島さゆり

【地区交流会】 第３弾はＪＲ東地区
昨年の阪神東、浜西地区に続いて、４月２３日
(土)に、はつらつ館大会議で開催します。
１３時半から、茶話会形式で意見交換や情報
交換をしますので是非積極的にご参加くださ
い。ＪＲ東地区の翠ヶ丘町・親王塚町・楠町の方
には、別途ご案内を同封していますので、出欠
の返事は必ずお願いします。

平成 28 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。
領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を
必ずご確認ください。

何と！東京大学がヒアリングに来訪！
高齢者の生きがい就労システムの機能等を研究し、同時に就労だけに限らないセカンドライフ全体
を支援する仕組みづくりを追究されている「東京大学高齢社会総合研
究機構」が全国のシルバーセンターの中でも会員の入会率、就業率
が高く、様々な独自事業に取組み、会員が頑張っているセンターとし
て、活動状況の情報収集のため来訪されました。
教育水準や知的好奇心、社会貢献意識の高い市民である会員の
活躍が、会員及び事業を拡大していると高評をいただきました。

前期会員研修バスツアーのお知らせ
６月３日(金)倉敷方面、鷲羽温泉に決まりました。申込み開始は５月９日からですが、是非予定
を空けておいてください。観光＆買物、豪華会席＆温泉を、お得に楽しめます！詳細は、事務局
だより５月号に掲載します。

３ 月 活 動 実 績

専門委員会

2
7
8
10
14
15

労働契約等解説セミナー（羽渕主査）
地域班世話人全体会議
入会説明会
兵シ協阪神ブロック会議（北田常務）
キャラバンメイト交流会（白井次長）
新入会員オリエンテーション
マイナンバー制度研修会
16
第７回会員活動委員会
17
第３回総務部会
東京大学研究機構来訪
18
第６回理事会
18～19 若手職員研修・養父市（今井）
22
福祉家事援助講習会
第２回芦屋市定例会
23
派遣事業担当者研修（宮内主査）
24
兵シ協第５回理事会（山村理事長）
福祉家事援助講習会
28
第１０回広報委員会
社会福祉協議会評議委員会（北田常務）
29
事務局会議

理

事

●第７回 会員活動委員会（３月１６日）

・次年度事業計画について
・次年度前期会員研修について
・次年度年間計画について
●第１０回 広報委員会（３月２８日）

・はつらつ芦屋第２２号について

～～事務局メンバーの紹介～～

会

●第６回 （３月２４日）
・事務局職員の採用について
・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
事務局嘱託職員の就業等に係る取扱要綱の
一部改正について
・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
事務局臨時職員の就業等に係る取扱要綱の
一部改正について
・平成２８年度事業計画について
・平成２８年度収支予算について
・平成２８年度資金調達及び設備投資の見込みについて
・役員数及び報酬について
・理事長に対する権限委任について

総務部会
●第３回 （３月１７日）
・事務局職員の採用について
・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
事務局嘱託職員の就業等に係る取扱要綱の
一部改正について
・公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
事務局臨時職員の就業等に係る取扱要綱の
一部改正について
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氏 名
北 田 惠 三
白 井 晶 子
羽 渕 祐 子
宮 内 大 輔
今 井 裕 子
太 田 由 美
箱 﨑 千 佳
大 谷 哲 司
中 澤
優
稲 村
篤
赤川 俊雄(市派遣)
柴 野
賢
林 美 稚 子
川 島 玲 子

役職及び担当
常務理事兼事務局長
事務局次長
事務局主査（総務）
事務局主査（渉外）
渉外（家庭関係）
〃
〃
渉外（企業関係）
〃
渉外（屋外作業関係）
総務・渉外(公共)
渉外(配布)
事務補助
事務補助

＊今年度も何卒よろしくお願い致します。

事 務 局 職 員 異 動
採 用 採 用

事務局職員 今井 裕子

事務局体制の強化をはかるため、正規職員とし
て採用しました。よろしくお願いいたします。

第２８回「芦屋さくらまつり」に参加！
センターの独自事業の班から、
『はつらつ工房』
『花こもの』
『夢きらら』
『リフォーム班』
『ジャ
ポニカ製作チーム』が、祭りに向けて製作した
それぞれの作品を２日間にわたり販売しまし
た。少し心配だった天気予報でしたが、みなさ
んのパワーが雨
雲を跳ね除け？
好天となり、多
くの人出もあり
売れ行きも上々
でした。

マイナンバー制度講習会を開催しました

第１２回安全パトロールの報告
３月１１日、向井委員長、橋本・小林・酒井委員の４
名が剪定・清掃・灌水の３か所の現場巡回。安全へ
の注意を喚起しました。

チャレンジ１００達成！表彰式
安全だより４２号でもお知らせしたとおり、今年も
「シルバーパワーチーム」１０名が無事故・無違反
運動チャレンジ１００達成！３月３１日の表彰式に
永井安全委員が出席し、賞状を受け取りました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間、高齢者施設において賠償事故が１件
起こりました。就業中は常に細心の注意をはらい、
安全第一でお願いいたします。

無事故達成日数
傷害事故 １３６日
賠償事故
３６日

（４月４日現在）

３月１５日に開催されたマイナンバー制度講習
会に２１名が参加しました。感想をいただきました
ので掲載いたします。

久我 和子
マイナンバーって、ご存知と思いますが・・・
H２７年 10 月から全住民に通知された、一人ひとり
異なった 12 桁の番号ですね。
このほどシルバーセンターでの講習会では、芦
屋市役所の方が安全管理や便乗詐欺について、
易しくお話しをして頂きました。
参加者の質問には、丁寧なお答えも頂き、例え
ば、IC チップには何が記載されているのか、また、
急な用がある方は別として、今、急いで作る必要は
なく、注意すべき点は、12 桁の番号は、他のパス
ワードに使ったりしない事。電話での便乗詐欺に注
意しましょう。
これにより、役所の事務がはかどり、よりスピーデ
イになりますが、私達にも、介護保険や個人番号を
求められることが多くなってきそうです。
ICチップがなくても、通知カードと、個人を証明出
来る写真付きの証明書があれば、十分通用するそ
うです。不安な点も多々あるカードですが、今回の
講座は、参加者も自由に Q&A が出来て有意義で
した。
目まぐるしく移り替わるこの時代に、新しい事に参
加して、情報を知る事がなによりも前向きに生きる
為の術ではないでしょうか。

☆兵シ協安全就業スローガン

気を抜くな 慣れと過信は 事故のもと
☆全国シルバー人材センター安全スローガン

☆平成２７年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

安全は 一声かける ゆとりから

これ位 思ったすき間に 事故の影
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福祉・家事援助サービス講習会を
開催しました
平成２７年度の福祉・家事援助サービス講習会
が、３月２２日・２４日の２日間に渡って開催されま
した。延べ１１９名の会員が集まりました。
１日目は、会員の就業体験の発表後、６グルー
プに分かれて活発な情報交換で各会員の仕事に
対する思いを知ることが出来ました。

（家事援助サービス就業会員の感想）
和気あいあいと皆で家事援助サービスの話し
合いをし、「私は昼の食事つくり」 「私はアイロ
ンかけ」「私はいかに信頼を得ているか」など
を誇らしげに話すのを聞かせていただき、大
変勉強になったと思います。
また、時間がオーバーする時はどうする
か？自費の場合は？軽度生活援助の場合
は？等、はっきりわからないことを教えてもらい、
こうするのが良いのだと知る機会がありよかっ
たと思っています。

キッズサポート“まつぼっくり”
４月１日から金曜日も開設！
●開設日時：月～金曜日・９時～１７時
＊この間のご希望時間 ＊第４金曜は休み
●対象年齢：４か月～就学前
●利用時間：１人１時間６００円
＊事前予約必要
(当日受付は１１時迄)見学自由

シルバーやさい広場
西芦屋と朝日ケ丘(ガーデンヒルズ)で
開催中！（毎週木曜日）

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。
２日目は、社会福祉法人千種会：複合有料老人
ホームＬｅｓ芦屋顧問であり、株式会社ポピンズの
顧問である市川洋子氏による『地域社会で、人とつ
ながる』という講演を聞き、２日間とも充実した時間
でした。

４月２７日

５月２５日

６月２９日

７月２７日

刃 物 研 ぎ（３月・４月の予定）
●西芦屋ポケットパーク
４月７日（木）
●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ
４月１４日（木）
●打出商店街・まごのて
４月２０日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ４月２７日（水）
★受付は１０時～１２時まで
★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

衣類のお直し、りフォームいたします!!
日時：４月１１・２５日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜
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お 仕 事 の 紹 介
時間等
月～土
7：00～10：00
日～土(３日程度)
7：30～15：00
17：00～20：00
月～土(３日程度)
8：30～13：00
週３～４日
17：00～20：30
火～日(ローテ)
7：00～10：00
8：00～15：30
15：30～23：00
（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）
土日①7-12②
12-17③17-22
祝①17-22
火・金
6：30～8：30
土日祝
13：00～16：00
18：00～21：00
月～日（ローテ）
8：00～10：00
17：00～22：00
月～日（ローテ）
8：00～13：00
日～土（要相談）
8：00～13：00
月・火・水・日
8：00～11：30
日～土
8：30～12：00
１日４時間程度
(ローテーション)
月～日（ローテ）
8：00～12：00
月・火・水・日
8：00～11：00
週３日
8：00～12：00
週３日
8：00～１６：00
月・木
8：30～12：00
日 13～17：00
土 8～12：00
日～土
8：00～11：00
11：00～14：30
14：30～18：00
時間等
週２～３回
４時間

時間等
火・金曜日
６時間
週１回
午前３時間
金曜日
午後３時間

募集人数

１名
各１名
１名

募集人数

１名
１名
１名

配分金の支払日
３月就業分
４月就業分
５月就業分

１名
１名
１名

４月１５日（金）
５月１８日（水）
６月１５日（水）

入会希望者説明会の日程
４月１２日（火）

１名
（ローテ）

５月１０日（火）
６月１４日（火）

１名

新入会員です！よろしくお願いします

１名

数名
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました

１名
１名
１名
２名
１名
１名
１名
２名

会報「はつらつ芦屋」第２２号
投稿記事募集しています！

１名
１名

各１名

募集人数

１名
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７月発行予定の第２２号に掲載する記事を募集中。
●「芦屋のココが好き」・・・芦屋市内のお気に入り
の場所はありませんか？文章とできれば写真も。
●「健康の秘訣」・「旅行記」・「ペット自慢」
などなど、なんでも結構です。ご応募お待ちしてお
ります！

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
●日程：4/6・20、5/18、6/1（水）
１４：００～１５：３０

●場所： はつらつ館２階 大会議室
●講師： 三谷千尋会員
●費用 ：３００円/１回
●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの

「お 手 玉 の 会」
今年度から女性だけでなく、男性も参加可能となります！お手玉
を使った遊びは、昔遊びの伝承だけでなく、高齢者にとって身体
を動かし、脳を刺激する、まさに介護予防そのものです。ひとりで
は練習は続きません・・・皆で楽しく遊ぶことで上手になり楽しくなり
ます。毎回数名ですが、メンバーを募集しています！

４月１４日（木）13：30～

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①ワード基礎 5/9・16・23(月)
②パソコンでアルバム作り 5/11・18・25(水)
③タブレットを使う 5/13・20・27(金)
時 間①〜③10:00～12:00
受講料①〜③3 回 2,000 円（教材費別）
募集人員 各講座 10 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、受講料支払をもって受付済

はつらつ館 大会議室

◆個人教室
日時 5/9・16・23(月)
時間 13:30～15:30
完全マンツーマン方式 ・ パソコン持参可
受講料 各日 2 時間 各 2,500 円
◆パソコン何でも電話相談
日時 5/6(金）・9(月）・10(火)
時間 10:00～17:00
電話番号 シルバー人材センター32-1414

｢はつらつ写真館｣会員は特別料金！
４月から偶数月・第１木曜日開催となります。マイナンバーの個人カード用の撮影もいたします！

●日時 ： ４月７日（木）９：３０～１２：００ ●場所 ： はつらつ館 中会議室 ●定員 ： １０名
撮影した画像をパソコンで表示。ご希望の映像を選ぶことが出来ます。写真のプリントは後日事務局でお渡
しします。（撮影・プリント料は当日頂きます）
撮影技術料：一般＝２０００円・会員＝１０００円
プリント料： ２L１枚＝２００円・A４１枚＝５００円
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用１枚＝５００円

市民公開 各種講座等のおしらせ
Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画

ワンコインの英語クラス見学無料

らくらくイングリッシュ（６回コース）

４月２３日（土）10:00～12：00
英語ｄｅポピュラーソング・
シナリオｄｅ映画「シャレード」
●受講料 ： ５００円＋テキスト代 50 円
（事前電話申込の上、当日持参）

●日時：４/２・１６、５/７・２１、６/４・１８（土）
●時間：10：00～12：00 ●場所：大会議室
●受講料：１回５００円＋初回のみ教材費２００円
※途中受講も可能。見学無料。事前電話予約が必要。

「たのしい放課後教室」ご案内
●対 象 ：
●時 間 ：

小学４年生～中学３年生
小学生・・・１６：３０～１８：００
中学生・・・１８：０５～１９：３５

●教 科 ：算数・英語・数学
●曜 日：火曜・木曜
●費 用 ： 週２回コース・・月６,０００円（兄弟割引あり）
週１回コース・・月４,０００円

着 付 教 室

書 道 教 室

着物を素敵に着こなしませんか？
●日 程：４/５・１９、５/１７・３１（火）
●日 程：４/１４・２８、５/１２・２６（木）原則第２・４木曜
原則第１・３火曜日(５月は第３・５)
●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース ●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０
●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円
小学生 １６:００～１７:００
午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時 ●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円
上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！
小学生２５００円
＊教材費５００円含む
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親睦＆交流のための「会員同好会」
青字は館外活動

ゴルフ同好会
ＡＳＧ会

囲碁同好会
写真同好会
(デジイチ会)
絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”
はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

編み物同好会

ビデオ散歩
倶楽部

活動日・場所

お知らせ・コメントなど・・・

新緑の候、有馬富士の下でのゴルフを楽しみましょう！
日時：５月１８日(水) 有馬富士カントリークラブ ９時３１分スタート
(住所/三田市香下２００３ 電話/079-563-2362)
参加費：１，０００円／プレー費：８，７５０円(昼食費込) ＊７０歳以上免税５００円
申込締切：４月３０日(土) 向井、 小幡、 津川
毎週水曜日・9：30～12：00
初心者からプロ級の方までどなたでも
はつらつ館 ２階作業室
ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
毎月第１水曜日・13：30～
カメラ愛好会です。一度見学に来てくださ
はつらつ館 ２階中会議室
い。 問合せ：黒住
４月の例会 （13：00～16：00）
水彩・パステル・色鉛筆など、色々な表現
４月１４日（木）と２８日（木）です。
方法で描いています。初心者の方も歓迎
はつらつ館２階中会議室
です。 お気軽に見学にいらしてください。
４月１０日(日) 10：00～11：30
雑談の中で“目からウロコ”の話などフリート
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 ークの場です。 会員であれば参加自由。
毎月第３火曜日 9：30～12：00
和気あいあいと楽しく作品作りをしていま
はつらつ館 ２階作業室
す。編物初心者でも大丈夫！
映画を観て感動の時間を過ごしましょう 今回の上映予定は、洋画「エリン・ブロコ
●日時：５月１０日（火）13：30～16：00 ビッチ」です。実在の女性が主人公の環
●場所：はつらつ館２階中会議室
境問題を扱った映画です。ジュリア・ロバ
※参加費なし、当日受付簿に氏名を記
ーツ主演 （131 分/米）
入して下さい。
＊上映作品募集

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

毎月第２・４金曜日/12：30～14：30
４月８日(金) ・ ４月２２日（金）
●ラポックスホール（入口は西側）
(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階）

１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量で
す。性別年齢に関係なく楽しめます！
初めての方大歓迎！一度見学に来てみて
ください。楽しいですよ！！

麻雀同好会
(すずめクラブ)

毎月第２・４土曜日 はつらつ館
４月 ９日（土） 9：00～16：00
４月２３日(土) 13：00～16：00

４月９日（土）は、第３回すずめクラブ大会
「はつらつ杯」が開催されます。

知的財産研究
同好会
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会

“こんなのあれば！”“これは便利！！”
今回は、①【芦屋市観光ガイド】トと
②【ポリ袋取手改良】についてご意見を・・・
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
皆で意見を出し合って話し合う同好会です
４月例会：１９日（火）参加費：500 円 初めての方でも大丈夫！当日、現地受付
13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋 で、「ひばりクラブ」とお伝えください。
新たな同好会のメンバー募集中！ 「昔取った杵柄」の方も、初心者の方も歓
毎月第２・４木曜日が活動日です。 迎です。駒の進め方からお教えします。
４月は１４日と２８日 9：30～12：00 見学自由ですので、是非一度覗いてみて
はつらつ館２階 中会議室
ください。
４月１０日(日) 13：30～15：00
(毎月第２日曜日) ＊自由参加

＊会員どなたでも参加できます。ゴルフ同好会以外は申込み不要ですので直接お越しください
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シルバーチャレンジ講座

介護予防講座

～障子・網戸張り替え～

健康コミュニケーション麻雀全８回

プロが指導する講座です。興味のある方は是非受
講してください。今からでも技能を身に着けるチャ
ンスです。
●日時：４月１４日（木）・１５日(金)１０時～１５時
●場所：シルバー作業所（業平町 6-19）
●費用：無料 （材料費 2,000 円は必要）
●講師：技能班会員
●持物：小型カッターナイフ
●定員：先着１０名
●申込：電話受付

・・・まったく初めての方を対象です・・・

やさしい傾聴講座

これならわかる！

人の話に耳を傾けることにより、まわりの人とのコミ
ュニケーションがうまく出来るようになる「傾聴」。
この「傾聴」についての標記講座を下記により開
講します。皆様のご参加をお待ちしております。
●開催日：４/６，２０ ５/１８ ６/１，１５
（毎月第１，３水曜）
●時 間：１０：００～１２：００
●場 所：はつらつ館 大会議室
●費 用：全５回３，０００円（前納）
傾聴グループ「はつらつコール」

「成年後見制度」セミナー

４/１３・２７ ５/１１・２５
６/８・２２
７/１３・２７
●場 所 はつらつ館 大会議室
●時 間 １３：３０～１５：３０
●受講料 4000 円
●テキスト代 400 円（当日払）
●定員 ２４名

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。ご自身と家族、周りの方に
も身近な問題として考えていただくセミナーで
す。
●開催日：５/１４（土）・６/１１(土)の２回
●時 間：１３：３０～１６：００
●場 所：はつらつ館 大会議室
●費 用：全２回３，０００円（前納・テキスト代含む）
成年後見制度グループ

会員対象 はつらつコール傾聴スタッフ養成講座（傾聴グループ第６期生募集）
「プロ」の傾聴スタッフを育成する為の講座です。傾聴されると人は心癒され、前向きな気持ち
になれます。その重要な傾聴力の獲得に、あなたも挑戦してみませんか？
はつらつコールは、傾聴者のプロを育てるべく、第６期生募集説明会を下記の日程で行います。
ご参加お待ち致しています。参加申込みは、シルバー人材センターのカウンターに用紙を設置し
ていますので、ご記入をお願いします。※説明会は２日間のご都合のよい１日をお選びください。
なお、はつらつコールの活動日は、毎月第 1，2，4 の金曜日。
●日時：５月１１日（水）
・５月１３日（金）両日とも １３：３０～１５：３０
●場所：芦屋市シルバー人材センター（２階大会議室）

市民対象

「はつらつ 憩(いこい) サロン」開設

出かけることが億劫になってる方、普段から一人で食事をしている方等ご近所におられましたら、是非こ
のサロンをお勧めください。毎回プログラムが変わり、いろいろな体験ができ、昼食はお弁当をみんなで楽
しくいただきます。
●実施日：毎月第１・３・５の月曜日・木曜日（祝祭日は休み） （現在月曜日コースは定員となりました）
●参加費：無料（弁当代６００円・当日支払）＊プログラムによっては別途材料費が必要（２００円程度）

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４
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