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会員数
１０６１名
（男 626 名･女 435 名）
（５月末現在）

平成 28 年度定時総会を開催しました
５月２７日（金）、芦屋ルナホールで平成２８年度定時総会
を開催。議決権総数１０７１名（５/２７現在)のうち、８３７名
（当日出席３０８名、委任状５２９名）の出席となりました。
江口惠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（３法人）､２５年永年会員表彰１名、２０年永年会
員表彰（２名）、１０年会員表彰（２８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、畑中市議会議長、岸県民センター参事、
幣原県会議員（メッセージ）からの祝辞、また祝電披露のあ
と、定足数の確認。議長には中嶋壽雄会員が選出され、報告
事項４件、決議事項１７件を審議。今年は役員の改選があり、
理事長（前列右）と表彰者のみなさん。おめでとうございます！
再任１２名、新任３名が選
任されました。退任される鈴木理事が特別表彰を受け、総会は無事終了。
その後の理事会において、理事長に山村 昇氏、副理事長に大内孝子氏、
業務執行理事に北田惠三氏が選ばれました。
総会終了後は恒例の安全委員会による「安全大会」を開催。今年の安全標
語の最優秀作品には、増田 透会員の 「安全は 心のゆとり 思いやり」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。今年は２会場が同じ
特別表彰を受ける鈴木一生氏
フロアでなく、不便ではありましたが、楽しく親睦の輪が広がりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

新役員代表・山村理事長挨拶

平成２８年度～２９年度役員の皆さん(左から髙橋・阿守監事、前田・宮下・永井・向井・山村・中塚・寺本・河村・加古・恩田・大嶋・大内・北田理事)

役員改選にあたりご承認いただき誠に有難うございます。事業実績は順調に推移していますが、一方、課題
も抱えていますので、解決に向けて努力し、さらなる発展のため、役員一同力を合わせて取り組んでまいります。
来年はセンター設立３０周年の節目を迎え、様々な記念行事を実施するために、実行委員会を立ち上げる予定
であり、会員のご支援とご協力をお願いします。
センターの総会は会員の出席なくしては開催できません。毎年、欠席される方のなかで、委任状を提出され
ない方が多くおられます。欠席だから返事しなくていいのではありません。総会開催のためには必ず必要な
重要書類です。今年は未返信の方々へ電話をかけることもいたしました。今回提出されなかった方は、今後は
必ず回答期日までに返信いただきますようお願いいたします。
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）
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平成２８年度定時総会 理事長あいさつ（要旨）
私たちの活動拠点である
「はつらつ館」が完成して、
早や５年が経過をいたしまし
た。「はつらつ館」では市民を
対象にした介護予防講座や
会員自らニーズを掘り起こし
様々な独自事業を展開して
おり、多くの会員や市民の皆
様にご来館いただいており
喜ばしい限りです。
会員数は１，０５０人を超え、事業高も派遣事業も含
めると４億５千万円と１０年前より、ほぼ倍増しており過
去最高を達成することが出来ました。ひとえに市当局
をはじめ発注者様のご支援、会員、役職員の皆様の
ご尽力の賜物と感謝申し上げます。
政府は働く意欲と能力のある高齢者が知識と経験を
生かし社会の重要な支え手、担い手として活躍できる
「生涯現役社会」の実現を目指しています。この実現
には元気な高齢者の社会参加は不可欠であり、特に
生活支援サ－ビスの重要な担い手に高齢者が位置づ
けられています。
シルバー人材センターは、元気であればいつまで
も働き続けることが出来る制度で、既に生涯現役社会
実現に向けて実践している団体であります。これから
も健康には十分ご留意され、ご自分の能力、体力に見
合ったお仕事を続けていただくことを願っています。
今後とも地域の高齢社会を支える中核的組織として
の役割を認識し、その期待に応えられるよう取組んで
まいります。
皆様方のご理解、ご支援ご協力を賜りますようお願
い申し上げごあいさつといたします。

理

事

会

●第１回 （５月６日）
・平成２８年度定時総会の開催について
・平成２７年度事業報告について
・平成２７年度収支決算報告について
・被表彰者の決定について
・中期事業計画の進捗状況検証の報告について
・次期役員候補者の決定について
・理事長に対する権限委任について
●第２回 （５月２７日）
・理事長・副理事長・常務理事の選定について

事業運営部会
●第２回 （５月２０日）
・定時総会について

専門委員会
●第２回 会員活動委員会（５月１３日）
・前期会員研修バスツアーについて
・地区交流会について
・年間実施計画について
●第１回 広報委員会（５月３０日）
・はつらつ芦屋第２２号について

第２回安全パトロールの報告
５月１３日、向井委員長、永井・谷口・北條委員の
４名が剪定・除草５か所の現場巡回。安全への注
意を喚起しました。

５ 月 活 動 実 績
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第１回理事会
入会説明会
第２回会員活動委員会
新入会員オリエンテーション
事務局会議
第２回事業運営部会
第１回兵シ協理事会(理事長)
平成２８年度定時総会
第２回広報委員会

～～事故ゼロ運動～～
残念ながら自転車事故が１件発生しました。就
業途上、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。

☆平成２８年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

安全は 心のゆとり 思いやり
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無事故達成日数
傷害事故
４８日
賠償事故 １００日

（６月６日現在）
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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： 6/15・29、7/6・20（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」
女性だけでなく、男性も参加可能です！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。時間のある
方は是非参加してください！

６月９日（木）13：30～

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①デジカメ写真 7/4・11・25(月)
②エクセルの使い方 7/4・11・25(月)
③はじめてのパソコン 7/6・13・20・27(水)
時 間①③10:00～12:00 ②13:30～15:30
受講料①②3 回 2,000 円③4 回 2,500 円(教材費別)
募集人員 各講座 10 名

はつらつ館 大会議室

◆個人教室
日時 7/8・15・22・29(金)
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

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）
６月２５日（土）10:00～12：00
●日時：４/２・１６、５/７・２１、６/４・１８（土）
英語ｄｅポピュラーソング ＋
シナリオｄｅ映画「シャレード」②＋Ｆｒｅｅ Ｔａｌｋｉｎｇ Ｔｉｍｅ ●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
●受講料 ： ５００円＋テキスト代 50 円
※途中受講も可能。見学無料。事前電話予約が必要。
（事前電話申込の上、当日持参）

「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：６/９・２３、７/１４・２８（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：６/７・２１、７/５・１９（火）
原則第１・３火曜日
●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！

衣類のお直し、りフォーム
いたします!!

網戸・ふすま・障子、
張替えます！

芦屋霊園内のお墓清掃
引き受けます

日時：６月１３・２７日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

当センターの技能班が引き取りから

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

お届けまで責任をもってお受けします！
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親睦＆交流のための「会員同好会」

ゴルフ同好会
ＡＳＧ会

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
前期最後のコンペ／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
＊若干（２名ほど）空きあります 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
問合せ：黒住

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。
❀芦屋さくらまつり写真コンクールで４人が
入選しました。おめでとうございます！
優秀賞：浪川会員・黒住会員
入選：津川会員・川上会員

【写真展】開催

写真同好会デジイチ会

★６月１５日(水)～２１日(火) 10：00～17：00 (土日も開催します)
★会場は池田泉州銀行芦屋支店２階（大原町 12－2）
（最終日は 15：30 迄）
毎日、メンバーがお待ちしていますので、是非見に来てください！

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”
はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

毎月第２・４木曜日 13：00～16：00
はつらつ館２階中会議室

私達と一緒に楽しく描いてみませんか。
初心者大歓迎 。見学の方もお気軽に！

６月は休会です。

いつも雑談しながら情報交換しています。

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。 編物初心者の方でも大丈夫です！

ビデオ散歩
倶楽部

映画を観て語り合う同好会です。
次回は７月１２日(火)13：30～16：00
●場所：はつらつ館２階中会議室

次回上映予定は、邦画です。お楽しみに！
※上映作品募集中

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

６月１０日・２４日(金)12：30～
●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歩程度の運動量に
なります。性別年齢に関係なく楽しめま
す！ 初めての方大歓迎！

麻雀同好会
(すずめクラブ)

毎月第２・４土曜日 はつらつ館
６月１１日（土） 9：00～12：00
６月２５日(土) 13：00～16：00

就業先も住んでいる地域も全く違う、ふつ
うなら出会わないはずのメンバーが麻雀で
意気投合！楽しんでいます。

編み物同好会

知的財産研究
同好会

６月は休会です。

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

日時：６月２１日(火) １２時～１６時
場所：ミュージックサロン QUESTION
東山町 1-18・ﾏﾝｼｮﾝ第１青山 101
＊12 時に現地集合、または、
11：45 にセンター1 階作業室前集合

将棋同好会

皆で意見を出し合って話し合う同好会です

【 1 周年記念大会 】を開催します。

会費：1,500 円(軽食・ドリンク・おつまみ付)
申込：6 月 14 日（火）まで
連絡：岡垣
奮ってご参加ください！
毎月第２・４木曜日・午前が活動日。 その日のメンバーで対戦します。
６月は９日と２３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。内容等をみて、ご自由にご参加ください。
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週２～３回
午前２時間
週１回（木曜）
３時間
火・金曜日
６時間
週１回
午前３時間
週１回（金曜）
午後３時間
週２～３回
午後２時間
週２～３回
午後３時間

お 仕 事 の 紹 介（派遣）
時間等
月～土(週３日)
8：00～10：00
15：00～17：30

募集人数

１名

お 仕 事 の 紹 介（請負・委任）
時間等
月～土
7：00～10：00
週３～４日
17：00～20：30
週 1～3 回
12：30～
２～4 時間
月・火・木・金・土
11：00～15：00
17：00～21：00
金・土
19：00～22：00
月～日
10：30～13：30
土日祝
18：00～21：00
週４日
9：00～15：00
月・火・水・木・土
8：00～9：00
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
14：00～18：00
日～土（ローテ）
7：00～9：30
１日４時間程度
(ローテーション)
月・火・水・日
8：00～11：00
月・木
8：30～12：00
月 8～11：00
木 8～10：00
週３～４日
8：00～12：00

募集人数

１名
１名
1名

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

配分金の支払日
５月就業分
６月就業分

１名

６月１５日（水）
７月１５日（金）

入会希望者説明会の日程
１名

６月１４日（火）
７月１２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）

１名

＊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。
６月２９日
７月２７日

１名
１名
１名

刃 物 研 ぎ
●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ ６月１０日（金）
●エルホーム芦屋（浜町） ６月１５日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ６月２９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
２名
１名
１名

新入会員です！よろしくお願いします

１名
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました
事務所には随時新しいお仕事を貼りだし
ていますので、いつでもご来局下さい。
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会員アンケート実施します！

予告「芦やん小町」からのお知らせ

別途お願い文も同封していますが、全会員対
象のアンケートです。
多くの質問があり大変お手数おかけします
が、必ず回答いただき返信してください。

７月２３日（土）はつらつ館西側において、バ
ザーを実施する企画をしています。売上は、熊
本地震災害の支援として寄付しようと考えてい
ます。品物の提供、取扱う種類等についての詳
細は７月の事務局だよりに掲載します。

はつらつキッチン班からお誘い

市民対象「はつらつ憩(いこい) サロン」

家事援助（食事作り）サービスに就業されて
いる皆様、日々の就業に不安はありません
か？意見交換、情報交換など、気兼ねなく話し
合いましょう。
●日時：６月２５日（土）１３：００～１５：３０
●場所：はつらつ館２階 中会議室

出かけることが億劫になっている方、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（祝祭日休み）
●参加費：無料（弁当代６００円・当日支払）

＊参加希望者は事前に事務局までお申込を！

【地区交流会】 第４弾！阪急東地区

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！

阪神東、浜西、ＪＲ東地区に続いて第４
弾！今回は阪急東地区（朝日ヶ丘町・岩園
町・ 六麓荘町）。６月２５日(土)１３時半か
ら、はつらつ館大会議で開催します。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。該当地区の
会員には別途ご案内を同封していますの
で、出欠にかかわらず、回答をよろしくお願
いします。

●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

平成 28 年度 年会費納入が
まだの方はおられませんか？

会報「はつらつ芦屋」第２２号
編集も大詰めです！
次月の事務局だよりと一緒に、第２２号を
お届けする予定です。お楽しみに！

センター会費規則では「年会費は５月末までに納入
しなければならない」となっています。まだの方は早
急に納入をお願いします。

芦屋市役所市民窓口コーナーに
行かれたら、見てくださいね！
６月１日から、市役所の市民窓口コーナーに番号案内広告が掲示
されています。その下のモニターに約１０分おきですが、当センター
の広告が１５秒間流れますので、市役所に立ち寄られた時に見てくだ
さい！

各種問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４
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