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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
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１,０５７名
（男 625 名･女 432 名）
（４月末現在）

平成２８年度定時総会開催のご案内
平成２８年度定時総会を下記の日程で開催します。総会は、会員全員をもって組織される会議であ
り、最高必須の意思決定機関です。就業と重ならない方は、できる限り出席できるように日程調整を
お願いします。出欠の回答を同封のハガキで、５月２０日までに必ずご返信下さい。ハガキは切手を
貼らないで投函してください。（別紙総会ご案内をご覧ください。）

平成２８年５月２７日（金）１３：１５ ～

日 時：

場 所：芦屋市民会館 大ホール（ルナホール）
＊開会の１５分前には受付を済ませるようお願いいたします。
＊総会終了後、市民センターの４０１号室及び多目的室で懇親会を開催しますのでご参加ください。
＊懇親会会場は下記の通り、２つにわかれていますのでご注意ください。（今年は階数が違います）
移動はご自由ですが、開会時は各部屋にお集まりください。
４０１号室
①阪急 ②ＪＲ ③阪神 ⑦奥山
多目的室
④浜 ⑤海浜 ⑥南芦屋浜

総会の受付は地域班ごとになります！
地域班名

①

赤

②

桃

③

橙

④

黄

⑤
⑥
⑦

緑
水
紫

町 名
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、
阪急地域
山手町
翠ヶ丘町、親王塚町、楠町、大原町、船戸町、松ノ内町、月若町、
ＪＲ地域
西芦屋町、三条南町、上宮川町、業平町、前田町、清水町
春日町、打出町、打出小槌町、若宮町、宮塚町、茶屋之町、
阪神地域
大桝町、公光町、宮川町、精道町、川西町、津知町、平田北町
南宮町、大東町、浜町、西蔵町、呉川町、伊勢町、竹園町、
浜地域
浜芦屋町、松浜町、平田町
海浜地域
新浜町、浜風町、高浜町、若葉町、緑町、潮見町
南芦屋浜地域 陽光町、南浜町、海洋町、涼風町
奥山地域
奥池町、奥池南町、奥山、六麓荘町

★出欠ハガキは必ずご返送下さい!!! （5/20締切）
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。

今回の事務局だよりは、以下のものが同封され
ていますのでご確認下さい。
●総会案内
●出欠ハガキ（委任状）
●平成２７年度決算報告概要
●会員研修バスツアー申込書
●映画チラシ ●芦やん小町通信

前期会員研修バスツアーのご案内

今回の研修ツアーは倉敷美観地区散策と瀬戸内海の旅情たっぷり鷲羽温泉です。倉敷は江戸時
代から平成の今日までの建物群を限られた範囲で街並みとして見ることのできる非常に面白い町。
鷲羽温泉では美味しい食事と海を眺めながらの温泉を楽しみましょう。是非たくさんのご参加をお待
ちしています。
●実 施 日
６月３日（金）
●行 き 先
岡山県・倉敷・鷲羽温泉
●集合時間
午前７時１５分（時間厳守） ＊７時３０分出発
●集合場所
センター事務所前
●参 加 費 ５,０００円
●定 員 ９０名
●申込受付
５月１１日（水）９:００～ ＊先着順に受付（定員になり次第〆切）

同封の申込用紙に記入のうえ、参加費を添えてお申し込みください
行程

芦屋＝＝姫路西ＩＣ＝＝倉敷ＩＣ＝＝倉敷美観地区（散策）＝（瀬戸中央道）＝＝児島ＩＣ＝＝
7：30 発
10：00
11：45
鷲羽温泉（昼食・入浴）＝＝＝児島港（買物）＝＝児島ＩＣ＝＝姫路西ＩＣ＝＝芦屋
12：30
14：30
14：50
15：30
18：30 頃着

＊昼食は椅子テーブル席。バスはトイレ付です。

会員アンケート実施のお知らせ
次年度に３０周年を迎えるセンターとして、今年度６年ぶりに、全会員対象のアンケート調査の実施を
予定しています。６月の事務局だより配布に合わせて準備を進めていますのでお手元に届きましたら、
必ずご回答いただきますようお願いいたします。

“簡単手芸“講座

はつらつキッチンよりお知らせ
『はつらつクッキング』を開催します。
楽しく調理をして食事することを目的に、会員の
皆様、ご自由にご参加を！（男女共に歓迎！）
日時：平成２８年５月２０日（金）9：00～
場所：市民センター214 室
参加費：８００円（当日徴収）
募集人数：２０名（先着順）
持ち物：エプロン・三角巾

～和布を使った★ネックレス～
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。どなたでもご参加ください。
（定員：１５名・５/１３申込〆切）
●日時：５月３１日(火)13：30～15：30
●参加費：５００円（材料費含む）前納
●持ち物：裁縫道具・布用はさみ・ものさし・目打ち
●場所：はつらつ館 ２階中会議室

会員活動委員 追加募集！
会員の親睦、ボランティア等のイベントの企画・実施をしています。現在５名で、６つの委員会で一番
少ないのです・・・お手伝いしてくださる方！事務局までお声がけください。
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「人生 90 年代、「終活」という言葉を見聞きすることが多くなってきました。私たちに

とって「終活」は、私たち自身、そしてご家族にとっても大事なことといわれています。
“転ばぬ先の杖”として、2000 年に介護保険制度と同時にスタートしたのが成年後見制
度です。二つの制度は“車の両輪”です。

日時 ５月１４日（土曜日） 午後１時 30 分～４時

（受付１時）

６月１１日（土曜日） 午後１時 30 分～４時
場所 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター はつらつ館 大会議室
（ＪＲ芦屋南２号線上宮川西交差点 宮川郵便局の東向）

内容

５月１４日

単元Ⅰ
単元Ⅱ

６月１１日

単元Ⅲ
単元ⅳ

①成年後見制度（法定・任意） ～DVD 視聴
②なぜ必要？ 法定後見って？ 任意後見って？
①こんな時どうしますか？ ～事例解説
②単元Ⅰ・Ⅱについての Q&A
①手続きはどうするの？ ～事例解説
②遺言・相続・エンディングノート
①まとめ・芦屋市福祉部挨拶
②単元Ⅲ・ⅳについての Q&A

希望者のみ ドキュメンタリーDVD「エンディングノート」 視聴（30 分）

～4 時 30 分終了予定

費用 ３０００円 全４単元 連続講座～テキスト代込
申込 ０７９７－３２－１４１４

申込時にお支払いをお願います

主催 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 成年後見制度推進グループ
共催 芦屋市 福祉部
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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
●日程：5/18、6/1・15、7/6（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！

５月１２日（木）13：30～

はつらつ館 大会議室

◆個人教室
日時 6/8・15・22・29(水)
時間 10:00～12:00
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
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

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①Google の活用 6/3・10・17・24(金)
②ワード応用 6/6・13・20・27(月)
③Windows10 を使う 6/6・13・20・27(月)
時 間①②10:00～12:00 ③13:30～15:30
受講料①〜③4 回 2,500 円（教材費別）
募集人員 各講座 10 名

「はつらつ写真館」

会員は特別割引！

●日時：６月２日（木）10：00～12：00（偶数月・第 1 木曜日に開催） ●はつらつ館 １階作業室
●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＝2000 円 会員＝1000 円 ●プリント料：２Ｌ１枚＝200 円 Ａ４1 枚＝500 円
＊撮影したデータをパソコンで表示 ご希望の画像を選ぶことが出来ます。写真のプリントは後日事務所で
お渡しします。 （撮影・プリント料は当日頂きます。）

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）

５月２８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：５/１２・２６、６/９・２３（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

●日 程：５/１７・３１、６/７・２１（火）
原則第１・３火曜日(５月は第３・５)
●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

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！
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親睦＆交流のための「会員同好会」
活動日・場所

ゴルフ同好会
ＡＳＧ会

お知らせ・コメントなど・・・

今年度前半最後のコンペです。奮ってご参加ください！
日時：６月１５日(水) 武庫ノ台ゴルフコース ８時３０分スタート
参加費：1,000 円／プレー費 7,900 円(昼食９００円迄込) ＊７０歳以上免税 800 円
参加申込締切：５月２５日(水) 向井、 小幡、 津川

囲碁同好会

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室

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

初心者からプロ級の方までどなたでも
ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
見学も自由です。
カメラ愛好会です。どんな活動しているか
見学に来てください！
問合せ： 黒住
六甲山脈の新緑、清流芦屋川の緑、こん
な風景を一緒に描いてみませんか！
只今、会員募集中！お待ちしています。

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”

毎月第２・４木曜日 13：00～16：00
はつらつ館２階中会議室

はつらつサロン

５月８日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

雑談の中で“目からウロコ”の話などフリート
ークの場です。 突然の参加でもＯＫ！

毎月第３火曜日 9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室

和気あいあいと楽しく作品作りをしていま
す。編物初心者でも大丈夫！

ワイ・ガヤの会

編み物同好会
ビデオ散歩
倶楽部

映画を観て語り合う同好会です。
今回の上映は、洋画「エリン・ブロコビッチ」
●日時：５月１０日（火）13：30～16：00
実在の女性が主人公の環境問題を扱った映
●場所：はつらつ館２階中会議室
＊参加費なし、当日直接お越し下さい 画です。ジュリア・ロバーツ主演(１３１分/米)

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

毎月第２・４金曜日/12：30～14：30
５月は１回だけです。５月１３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
５月１４日（土） 9：00～12：00
５月２８日(土) 13：00～16：00

＊第３回クラブ大会「はつらつ杯」入賞者
おめでとう！ 優勝：河内
２位：岡田 ３位：柴田

５月８日(日) 13：30～15：00
(毎月第２日曜日) ＊自由参加

皆で意見を出し合って話し合う同好会です
・芦屋ふるさと納税（仕組みと制度について）

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

・こんなあれば！便利グッズについて 等

知的財産研究
同好会
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

５月例会：１７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。

将棋同好会

駒を通じて、新しい出会い・発見がありま
毎月第２・４木曜日・午前が活動日。
す。 その日のメンバーで対戦します。
５月は１２日と２６日 9：30～12：00
初心者の方も歓迎です。駒の進め方から
はつらつ館２階 中会議室
お教えします。是非覗いてみてください！

＊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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４ 月 活 動 実 績

第１回安全パトロールの報告

第１回会員活動委員会
第１回安全委員会
入会説明会
第１回企画委員会
技能班講習会
第１回事業運営部会
新入会員オリエンテーション
兵シ協事務局長会議（北田常務・白井次長）
20
事務局会議
22
子育て班ステップアップ研修
23
地区交流会（ＪＲ東地区）
25
第１回広報委員会
パワーポイント研修会（白井次長・宮内主査）
26
第１回地域支援委員会
26～27 平成２７年度決算監査
１
8
12
13
14～15
15
19

４月１５日、向井委員長、永井・橋本・酒井委員の
４名が剪定・除草３か所の現場巡回。安全への注意
を喚起しました。

事業運営部会
～～事故ゼロ運動～～

●第１回 （４月１５日）
・ふるさと納税について
・平成２８年度役員について

今期間事故なし！この調子で、日数を伸ばして
いきましょう！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 １７２日
賠償事故
７２日

安全委員会
●第１回 （４月８日）
・安全委員の改選について
・平成２８年度安全標語の選定について
・平成２８年度安全大会について
・安全委員会だよりについて
・職群別就業基準の作成と周知について

（５月９日現在）

☆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

安全は 一声かける ゆとりから
☆平成２７年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

これ位 思ったすき間に 事故の影

専門委員会

会報「はつらつ芦屋」第２２号
投稿記事募集しています！

●第１回 会員活動委員会（４月１日）
・前期会員研修バスツアーについて
・ＪＲ地区交流会について
・年間実施計画について
●第１回 企画委員会（４月１３日）
・会員アンケートについて
●第１回 広報委員会（４月２５日）
・はつらつ芦屋第２２号について
●第１回 地域支援委員会（４月２６日）
・平成２８年度活動計画について
・ボランティア活動について

７月発行予定の第２２号に掲載する記事を
募集しています！
●「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
真もお願いします。
●「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！
-6-

お 仕 事 の 紹 介
月～土
7：00～10：00
月～土(週３日)
8：00～10：00
15：00～17：30
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
週 1～3 回
12：30～
２～4 時間
月・火・木・金・土
11：00～15：00
17：00～21：00
月・火・水・木・土
8：00～9：00
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
日～土
13：00～17：00
日～土
14：00～18：00
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
月・木
8：30～12：00
週３～４日
8：00～12：00
週１回
３時間
週１回（木曜）
３時間
火・金曜日
６時間
週１回（金曜）
午後３時間
週２～３回
午後２時間
金曜日
午後３時間

配分金の支払日
４月就業分
５月就業分

１名
１名

５月１８日（水）
６月１５日（水）

入会希望者説明会の日程
５月１０日（火）

１名

６月１４日（火）
１名

シルバーやさい広場

１名

西芦屋と朝日ケ丘(ガーデンヒルズ)で

1名

開催中！（毎週

金

曜日）

＊曜日が木曜日から金曜日に変更になりました。
１名

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。
５月２５日
６月２９日
７月２７日
８月３１日

1名
数名
１名

刃 物 研 ぎ

１名

●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ
５月１３日（金）
●エルホーム芦屋（浜町）
５月１９日（木）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ５月２５日（水）
★受付は１０時～１２時まで
★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

１名
１名
１名
１名

衣類のお直し、りフォームいたします!!

２名

日時：５月９・２３日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

１名

新入会員です！よろしくお願いします

１名
１名
１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
１名
１名
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子育て支援班ステップアップ研修会報告

チャレンジ講座「技能講習会」(報告)

４月２２日（金）、子育て支援「まつぼっくり」班の
ステップアップ研修と全体会が開催されました。
３１名の会員が参加し、芦屋市内の愛光幼稚園
園長の野見山惠美氏による「最近の子育て事情
と親子への関わり方」のお話を聞き、シルバーの
役割の大切さをあらためて確認しました。全体会
では、会員同士のつながりを持って支援していこ
うと気持ちを新たにしました。

４月１４・１５日の２日間、業平町の作業場に
おいて、市民・会員対象の「網戸・障子の張替」
講習会が実施され、１１人が参加。技能班メン
バーの指導のもと熱心に学ばれました。
５名ほどの方が、班での就業を考えておら
れるようです！

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！

会員対象 はつらつコール

●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

傾聴スタッフ養成説明会（第６期生募集）
「プロ」の傾聴スタッフを育成する講座です。
第６期生募集説明会を下記の日程で行います。
●日時：５月１１日（水）・５月１３日（金）
両日とも １３：３０～１５：３０
●場所：はつらつ館 ２階大会議室

「ＪＲ東地区交流会」報告
昨年度から、３地区目の交流会、今回は楠町・
翠ヶ丘町・親王塚町の３町７２名が対象。出席者
は３割の２４名でした。

今回も自己紹介等から、何と同じマンションに
１０年以上いながら、顔も合わせたことがなかっ
たり、いろいろな種類の就業があること等が初め
てわかったりと、情報交換の場となりました。
また、今後この集まりをどのようにすれがいい
のかとの課題は残しつつも、和やかな交流会と
なりました。
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市民対象「はつらつ憩(いこい) サロン」
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木曜日（祝祭日は休み）
●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

問合せ・申込みは事務局へ
☎０７９７－３２－１４１４

