発 行 平成２８年９月

事 務 局 だ よ り
URL:http://www.sjc.ne.jp/ashiya/

第

１８９

会員数

号

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

１,０５７名
（男 619 名･女 438 名）
（８月末現在）

センター設立 30 周年・記念事業実行委員会の
委員を募集します！
来年度は、センター設立３０年。平成２９年度に向けて、センターでは設立３０周年記念事業実行委
員会（総務式典部会・記念事業部会・広報記念誌部会の３部会）を設置することになりました。
この記念事業の企画及び実施に参加したいと思われる方は９月１５日までに事務局に連絡ください。
尚、応募多数の場合は選考となります。

企画委員会発信！
会員拡大強化月間

新規事業の提案募集

企画委員会では、今年度は【１０月・１１月・１２月】
現在、当センターでは２０ほどの独自事業が
を「会員拡大強化月間」とし、
実施されています。
≪１会員が１人紹介運動≫ を推進します。
会員数も１，０００人を超え、新たなアイデア、
この期間にご紹介者が入会されたら、
企画をお持ちの方はありませんか？
新規事業立ち上げには最低３名の会員が必
養父米１キロ進呈！
是非、配偶者・友達・お知り合い等をお誘いくだ 要となります。事務局に「新規事業提案書」があ
さい。（入会説明会は毎月第２火曜日１３：３０から） りますので、共働・共助で実施できる新たな事業
があれば、企画委員会にご提案ください。

ＭＡＮパワーチーム換気扇掃除の無料モニター募集!!
ＭＡＮパワーチームの研修では場所の確保が難しくなっています。そこで、シルバー会員でご自宅
を研修場所として提供して下さる方を募集することとなりました。換気扇のレンジフード（羽タイプでな
いもの）をＭＡＮパワーチームの会員が無料でお掃除させていただきます。
是非、ＭＡＮパワーチームのスキルアップにご協力ください！！
※お問合せ・申込み＝事務局（家事援助担当：今井・箱﨑）
※締め切り ９月末まで

高齢者スポーツ大会参加者募集中!!
パン食い競争、スプーンリレー、綱引きなど秋空の下、健康保持のために運動しましょう！
参加賞・お弁当・お茶付きです。シルバーチームで頑張りましょう！
●日時：１０月２日（日）９：３０～１４：３０
●場所：川西運動場
●〆切：９月１２日

まだメンバーが必要です！是非ご参加下さい！お申込みは事務局まで

ＣＡＴＶで当センターの
後期会員研修バスツアー
活動を放映中！
９月１日から１５日、芦屋広報番組「あしや
トライあんぐる」の特集で、当センター活動が
放映されています！チャンネルは「１１」。１日５回、朝９時から３時
間おきに流れますので、ぜひご覧になって下さいね！

１１月２２日(火)に決定！

行先等については次回の事務局だよりで
お知らせします。

８ 月 活 動 実 績
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地区交流会・報告とお知らせ

安全パトロール

８月２０日（土）浜中地区（浜町・西蔵町）の交流
会が開催され、会員活動委員を含め１６人が出席
しました。今まで仕事場と家の往復だけで地域の
知り合いがあまりいないので今回出席したという方
もおられました。介護保険についてや水道料金の
話など身近な生活に係る話題もあり皆さん少し距
離が近づいた交流会になりました。次回は、９月
１７日（土）浜東地区（南宮町・大東町）を予定して
います。対象地区の方へ別途ご案内を送付します。

第２回兵シ協中長期計画推進委員会（理事長）
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公益法人向けセミナー（羽渕主査）
隣接地ＳＣ理事長会議（理事長・常務）
入会説明会
第３回企画委員会
第２回兵シ協事務局長会議（常務）
第３回安全委員会
新入会員オリエンテーション
要請行動（役員）
第２回適正就業推進委員会
第５回事業運営部会
浜中地区交流会
第３回地域支援委員会
あしや秋まつり出店説明会
芦屋市・シルバー定例合同会議
第５回広報委員会
事務局会議

事業運営部会

第５回安全パトロール

●第５回 （８月１９日）
・各委員会報告
・第１四半期実績の報告
・事故報告
・Ｊ・ＣＯＭ放映（9/1～15）について
・３０周年記念事業について

８月２日、向井委員長、酒
井・渡辺・巻野委員の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。

～～事故ゼロ運動～～

安全委員会

今期間は事故ゼロ。ぜひともこの調子で達成日
数を増やしていきましょう！

●第３回 （８月１２日）
・重篤事故の発生について
・安全だより臨時号について
・各イベントの参加について
・安全講習会の開催について

無事故達成日数
傷害事故 ２５日
賠償事故 ５８日 （９月５日現在）

専門委員会

☆平成２８年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

●第３回 企画委員会（８月１０日）
・出張入会説明会等会員拡大について
・会員アンケートの進捗状況について
・市民対象講習会の実施について
・会員対象講習会の実施について
・会員による新規事業の募集について
●第２回 適正就業推進委員会（８月１８日）
・就業相談に対する回答について
・「就業相談日」の実施方法について
・適正な受託の点検と就業率の向上について
●第３回 地域支援委員会（８月２３日）
・健康増進・介護予防講習会の推進について
・ボランティア活動について
●第４回 広報委員会（８月２９日）
・はつらつ芦屋第２３号について

安全は 心のゆとり 思いやり
シルバー会員手帳、申込開始！
２０１７年会員手帳の申し込みを開始します。
一部負担(３００円)が必要となります。ご希望の方は
９月３０日までに事務局までお申し込みください。
芦屋市シルバーの名入りです。

シルバーやさい広場
西芦屋ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸと朝日ケ丘西公園
開催中！（毎週 金 曜日）
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会員対象 各種講座等のおしらせ

チョコット・フキトール製作

会員のための健康体操講座
●日程： ９/７・２１、１０/５・１９（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

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①Windows10 を使う 10/3・17・24(月)
②タブレットを使う 10/5・12・19(水)
③エクセルの使い方 10/7・14・21・28(金)
時間 ①～③10:00～12:00 ●募集 各講座 10 名
受講料①②３回 2,000 円 ③４回 2,500 円（教材費別）

「はつらつ写真館」

●日時：９月１０日（土）１３：３０～１５：００
●場所：はつらつ館 ２階 中会議室
端切れを使ってペーパーホルダーの
製作。秋まつりでの販売に向けて一緒
に作りましょう。 ジャポニカ製作チーム
◆個人教室
日時 10/3・17・24(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 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：全講座受講料支払で受付済（先着順）

会員は特別割引！

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？プリントする写真をその場で選べます。
●日時：１０月６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。）

成年後見制度 勉強会
９月１５日（木）

～平成 20 年より開始した勉強会です～

１３：３０～１５：００

大会議室

成年後見制度は介護保険制度と同時に平成 12 年にスタートした制度で、車の“両輪“の制度です。
私たちにとって、認知症は避けて通れない症状で、そのための “転ばぬ先の杖” として “知ってて得、知ら
ずに損”する制度といえます。
成年後見制度推進グループ

「お 手 玉 の 会」 練習会
女性だけでなく、男性も参加可能！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。
９月８日（木）１３：３０～ はつらつ館 大会議室

ＭＡＮパワーチーム研修
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、清掃講習会を開催します。
出席は男女問わず。ぜひご参加ください。
●日時 ： ９月２７日（火）13：30～

●場所 ： はつらつ館

９月２４日（土）10：00～15：00 はつらつ館西側駐車場及び
作業室１で、手づくり小物市を開催します！
物作り大好きなメンバーが、手作りの小物を展示販売します！また、
「花こもの班」
によるミニ手芸講座も開催。指先を動かして若返りましょう！

ミニ手芸講座（帽子のマグネット）・・・最終受付は 13：00
●持ち物：糸きりバサミ・指ぬき・針・糸 ●定員：１５名（先着順）●参加費：３００円（材料費含む）
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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
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

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
【第４２回コンペ】 ゴルフに最高な季節！ ～１０月１９日(水) ～ に開催。
スタート：８時０７分から。 新しい会員の方 募集中です。 女性会員も楽しんでいます！
場 所：ライオンズカントリー倶楽部 （電話：0794-72-1717） 奮ってご参加ください。
参加費：１，０００円
プレー費７，８４０円(昼食費込)
免税８００円
申込み締切：９月末日
向井 、 小幡 、 津川

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室（見学自由）
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)
原則第２・第４木曜日ですが、９月は
９月８日（木）13：00～16：00 の１回
です。場所：はつらつ館中会議室
９月１１日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

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。
各自が撮った写真をスクリーンに映して講
評と雑談。初心者とベテランが一緒に楽し
んでいます。 見学自由です！
水彩、色鉛筆、パステルなどお好きな色
合い、お好きなものを、自由に描いてみま
せんか？ 見学自由です。
急に予定がなくなった、待ち合わせに時間
がある、等など気軽に立ち寄ってください。
～フリートークの場です～ ＊自由参加

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。今からでも始められますよ！

映画・DVD を持ち寄り、仲間と共に観て
語り合い感動の時間を分かち合います。
●日時：９月１３日（火）13：０0～16：00
●場所：はつらつ館２階中会議室
＊参加費なし。当日直接お越しください。

上映作品：NHK BS『ザ・ピーナツの世界』

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

９月９日・２３日 12：00～15：00
●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！ 体験参加も歓迎！

麻雀同好会
(すずめクラブ)

毎月第２・４土曜日 はつらつ館
９月１０日（土） 9：00～12：00
９月２４日(土) 13：00～16：00

例会はベテランも初心者も一緒に楽しんで
います。１０月には第４回クラブ大会も予定
しています！一度見学にいらしてください。

編み物同好会

ビデオ散歩
倶楽部

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

９月１１日(日) 13：30～15：00
(毎月第２日曜日) ＊自由参加
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

今回のテーマ“ポケモンＧO”
９月２０日（火）13：00～16：00
参加費：500 円（ドリンク付き）
●ジャンカラ芦屋店 （第３火曜日）
第２・４木曜日ですが９月は１回です
９月８日（木） 9：30～12：00
はつらつ館２階 中会議室

５月にザ・ピーナッツの伊藤ユミさんがお亡くなり
になりました。日本のポップス界の一時代を築い
た彼女たちの歌と映像を観ながらご冥福を祈りた
いと思います。

設定から遊び方入門教室（申込が必要）
連絡先： (鈴木)
＊スマートフォン持参のこと
初めての方でも大丈夫！当日、現地受付
で、「ひばりクラブ」とお伝えください。
＊駐車場・駐輪場はありません
初心者さんもベテランさんも歓迎します。
これからやってみたい方、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。
＊同好会は、３名の世話人が集まれば、いつからでも立ち上げ可能です。詳しくは事務局まで。
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週３回
9：30～４時間
木・土の９時から
２～３時間
週１～２回
午前４時間
木・土の 15 時～
２～３時間
水
午前２時間
週３～４回
7：30～8：30
週 2～3 回
夕方 2 時間
金
１６：００～３時間
週１(相談)
１１～１４：00

お仕事の紹介（請負・委任）
場所

業務

時間等
月～土
6：00～9：00
月～土
6：00～12：00
水 12：30～15：00
木 18：00～19：30

月・水・金
13：00～17：00
金曜日と
4～10 月は日・火

9：00～11：00
木
13：30～18：00
火・金
10：00～14：00
月・水・金
7：45～10：15
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
16：30～21：30
曜日相談
18：30～20：30
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
月・火・水・日
8：00～11：30
日～土
14：00～18：00
日～土（ローテ）
7：00～9：30
月・木
8：30～12：00
月・木8～10時
の間で１時間
火
9：00～12：00
月・木
10：00～14：00
週３～４日
8：00～12：00
日～土（ローテ）
4 時間
週３～４日
8：00～12：00
週３日
6：00～10：30
週３・１日 4H
9：00～17：00
週１回
２時間

募集人数

１名
２名
各１名
１名
１名
１名
１名
１名

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

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。

１名

配分金の支払日

１名

８月就業分
９月就業分

１名
１名

９月１５日（木）
１０月１４日（金）

入会希望者説明会の日程
９月１３日（火）
１０月１１日（火）

1名
１名

はつらつ野菜市

１名

１名

毎月最終水曜日、はつらつ館西側で開催中！
９月２８日
１０月２６日
１１月３０日
１２月２１日

１名

刃 物 研 ぎ

１名

●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ
９月９日（金）
●エルホーム芦屋（浜町）
９月１５日（木）
●はつらつ館（野菜市同時開催）９月２８日（水）

１名
１名

★受付は１０時～１２時まで
★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

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
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シルバー事業への理解と協力・さらなる支援を求め
「要請行動」を実施しました。
８月１６日（火）山村理事長をはじめ役員９人が、補助金の確保、公共事業の受注、活動場所の拡充
等、センター事業へのさらなる支援を求め、山中市長及び畑中市議会議長を訪問しました。今年は、
「健康・生活アンケート」の結果も持参し、センター会員の健康度及び地域社会への貢献度の高さなど
もアピールしました。

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

らくらくイングリッシュ（６回コース）

９月２４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」⑤＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ
●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：・７/２・１６、８/６・２０、９/３・１７（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。事前電話予約が必要。

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：９/８、１０/１３・２７（木）原則第２・４木曜
●日程：９/６・２０、１０/４・１８（火）原則第１・３火曜日
●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
傾聴グループ「はつらつコール」主催 や さ し い 「傾 聴 講 座」
仲間や知人、特にご家族とのコミュニケーションが、好転する「傾聴」。下記の日程で講座を開催いたし
ます。皆様のご参加お待ちしています。＊受講者の年齢は問いません！
●９/７・２１、１０/５・１９、１１/２（水） 全５回 ●時間：１０：００～１２：００ ●定員：２０名
●場所：はつらつ館 大会議室 ●受講料：３，０００円

受講者募集中！

「健康コミュニケーション麻雀」教室

指先を使い、脳を活性化。会話しながら楽しむことが目的です。（未経験者に限る）
★対 象：市内在住６０歳以上の方 ★定 員：２４名 ★受講料：８回で４,０００円(前納)
★開講日：１０/１２･２６､１１/９･３０､１２/１４･２１､１/１１・２５ (水曜日・全８回） ★時間：１３：３０～１５：００

手づくりおもちゃ作りの
アイディア募集!!

１０月はシルバー人材センターの普及啓発月間

第３土曜日は全国「シルバーの日」

保育所のこども達に喜んでもらえるような

清掃ボランティア１０月１５日（土）

アイディアを募集します。9/26 締切

詳細は１０月号に掲載しますので予定を入れて下さいね！

衣類のお直し、りフォームいたします!!

あしや秋まつりに出店します

日時：９月１２・２６日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

日 時：１０月９日（日) ９時～１５時
場 所：精道小学校グラウンド
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