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第 １９０ 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 

会 員 数 

１,０７３名 

（男627名･女446名） 

（９月末現在） 

１０月第３土曜日は「シルバーの日」 

清掃ボランティアにご参加を!! 
 「シルバーの日」には全国のシルバー人材センターで

ボランティア活動が行われます。日頃お世話になってい

る芦屋の街を私たちの手で美しく、そしてシルバー事業

を広くアピールしましょう。 

是非ともたくさんの参加をお待ちしています。 
  

日  時 ：１０月１５日（土）１０時００分～１時間程度  

     ９時３０分に集合してください！ 

集合場所：芦屋市シルバー人材センター はつらつ館 

活動内容：国道２号・芦屋中央線の歩道の清掃              はつらつ館前にてスタート前の様子（昨年の様子） 
 

申込締切 １０月１３日（木） 事務所までお電話下さい！32-1414  ＊小雨決行 

 

後期会員研修バスツアーのご案内 
 

 

 後期研修バスツアーは山陰方面へ。紅葉の名所・猿尾の滝で癒されたあとは、「夢千代日記」の舞

台で知られる湯村温泉へ。昼食会場は一流旅館・佳泉郷「井づつや」で美味しいお料理をいただきま

す。今回はトイレ付バスのため、定員が８０名となり、いつもよりも少なくなりますので、お早めにお申

し込み下さいね！ 

 ●実 施 日：１１月２２日(火)   ●行 き 先：兵庫県・湯村温泉 

 ●集合時間：午前７時４５分（時間厳守） ＊８時００分出発   

 ●集合場所：センター事務所前  ●参 加 費：５,０００円  

●定 員：８０名 ●申込受付：１０月１７日（月）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＝＝神戸三田ＩＣ＝＝春日ＩＣ＝＝道の駅まほろば＝八鹿氷ノ山ＩＣ＝＝猿尾滝（見学）＝＝ 

 8：00発     8：45    9：15  9：40    10：00  10：15     10：45    11：00 
 

湯村温泉・井づつや（昼食・入浴・荒湯散策）＝＝鳥取賀露港（買物）＝＝鳥取ＩＣ＝＝赤松ＰＡ＝＝＝芦屋 

11：35         13：50  14：30       15：00     17：10 17：30  18：30頃着 

＊昼食は椅子テーブル席。オリジナル巾着袋（入浴セット）付。バスはトイレ付です。 
 

●歩きやすい履物でおこしください。●センターの黄色いウィンドブレーカーをご持参ください。 

●センターの帽子をお持ちの方は着用してください。 

若狭鯖街道  熊川宿 



 

９ 月 活 動 実 績 
6  安全パトロール 
9  第４回会員活動委員会 

12  兵シ協阪神ブロック会議(北田常務) 
13  入会説明会 
14  第３回女性会員拡大推進会議 

  兵シ協若手勉強会(門真SC訪問・今井) 
15  第２回兵シ協理事会（理事長） 
16  第６回事業運営部会 
17  浜東地区交流会 
23  子育て支援班ステップアップ研修会 
26  第６回広報委員会 

  近シ協職員研修(和歌山・大谷) 
28  事務局会議 
29  兵シ協安全委員会(北田常務) 
30  全シ協派遣元責任者講習(常務･今井) 

 

事業運営部会 
●第６回 （９月１６日） 

・各委員会報告 

・３０周年記念事業について 

・配分金時間単価の見直しについて 
 

専門委員会 
●第４回 会員活動委員会（９月９日） 

・後期会員研修について 

・地区交流会について 

・高齢者スポーツ大会について 

・シルバーの日ボランティアについて 

・３０周年記念事業実行委員会について 

●第６回 広報委員会（９月２６日） 

・はつらつ芦屋第２３号について 
 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
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！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故   ５３日 

     賠償事故   ８６日 （１０月３日現在） 
 

☆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 
 

第６回安全パトロール 

 
９月６日、向井委員長、梶谷・木山・菅原委員の４

名が剪定・除草２か所の現場巡回。安全への注意を

喚起しました。 
 

地区交流会・報告とお知らせ 

 

９月１７日（土）、６か所目の浜東地区（南宮町・

大東町）の地区交流会が開催されました。会員活

動委員も含め２３人の出席と参加者は少なめでし

たが、笑いのある交流会にしましょうとの声に、「趣

味は貯金で仕事は道楽です！」、「滅茶苦茶しんど

い仕事なのに、何故かその仕事にハマっています」

等おもしろおかしく自己紹介される雰囲気に初対

面の緊張もほぐれ、楽しく笑いのある交流会となり

ました。 
 

★以降の実施予告 

１０月２２日（土）南芦屋浜地域（陽光・南浜・  

海洋・涼風町） 

１１月２６日(土) 阪急西＆奥山地区（三条・西山・
山芦屋・東山・東芦屋・山手・奥山・奥池・奥池南） 

１２月１７日(土) JR 西地区（大原・船戸・松ノ内・  

上宮川・月若・西芦屋・三条南・前田・清水・業平） 

該当地区の会員へは別途案内をお届けします。 

できるだけ予定を空けてご参加ください。 
 

 

「健康・生活アンケート」１１月に実施します 

今年度も、「健康・生活アンケート」のご協力をお願

いします。１１月に実施の予定をしております。 

芦屋市シルバー会員全体のデータが必要ですの

で、昨年度回答された方はもちろん、初めての方も

必ず返信してくださるようお願いします。 

 
- 2 -



お仕事の紹介（請負・委任） 
場所 業務 時間等 募集人数 

  
月～土 

6：00～9：00 
１名 

  
月～土 

6：00～12：00 
２名 

  
水12：30～15：00 

木18：00～19：30 
各１名 

  
月・水・金 

13：00～17：00 
１名 

  
金曜日と 

4～10月は日・火 

9：00～11：00 
１名 

  
木 

13：30～18：00 
１名 

  
月～土 

14：30～18：30 
３名 

  
月・水・金 

7：45～10：15 
１名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

16：30～21：30 
１名 

  
土日祝 

18：00～21：00 
１名 

  
曜日相談 

18：30～20：30 
１名 

  
週４日 

9：00～15：00 
１名 

  
月～日（ローテ） 

8：00～13：00 
１名 

  
月・火・水・日 

8：00～11：30 
１名 

  
日～土 

14：00～18：00 
１名 

  
月・木8～10時

の間で１時間 
１名 

  
月に 4回 

1回1時間 
１名 

  
火 

9：00～12：00 
１名 

  
月・木 

10：00～14：00 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
日～土（ローテ） 

4時間 
１名 

  
週３～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３日 

6：00～10：30 
１名 

  
週３・１日4H 

9：00～17：00 
１名 

  
月２回 

１時間 
１名 

  
週３回 

9：30～４時間 
１名 

  
月・金 

午前４時間 
１名 

  
木・土の 15時～

２～３時間 
１名 

  
火・金 

２時間 
１名 

  
月３回 

２時間 
１名 

  
週２回２時間 

(産後支援) 
１名 

  
週３～４回 

7：30～8：30 
１名 

  
週2～3回 

夕方2時間 
１名 

  
金 

１６：００～３時間 
１名 

  
週１(相談) 

１１～１４：00 
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。 
 

 

 

 

兵庫県シルバー人材センター 

事業推進大会開催のお知らせ！！ 
 

今年度は、シルバー事業が法制化されて30周年の

節目の年であることから、これを記念して、シルバ

ー人材センター事業の理念を広く県民に浸透させ

るとともに、会員の参画意識を高め、事業の発展拡

充を図ることを目的に開催致します。 

永年勤続表彰、安全就業「事故ゼロ運動」表彰の他、

加古川市シルバー人材センターによる事例発表及

び「楽しく実践！認知症予防トレーニング」につい

て国立長寿医療研究センターより島田裕之氏をお

招きし、講演会を開催いたします。 

 

日 時 10月20日（木）13:00～16:00 

場 所 神戸新聞文化情報ビル4階 松方ホール 

神戸市中央区東川崎町1-5-7（078）362-7111 

（JR「神戸」駅、市営地下鉄海岸線「ハーバー

ランド」駅より徒歩約10分） 

 

＊４階松方ホール：シルバーの会員、職員、安全

就業「事故ゼロ運動」等の表彰式、講演会

（13:00～16:00過ぎ） 

＊4階ホワイエ：即売・展示(11:00～16:15) 

 

ご家族、ご近所、お友達をお誘いあわせのうえ、

気軽にお越しください。 

参加者全員にもれなく素敵な粗品進呈！！  
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    市民公開  各種講座等のおしらせ 

ワンコインの英語クラス 
１０月２２日（土）10:00～12：00 

英語ｄｅポピュラーソング ＋  

映画「メリーポピンズ」＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ 

●受講料 ： ５００円＋テキスト代50 円 

Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画

らくらくイングリッシュ 
●日時：10/1・15、11/5・19、12/3・17（土） 
●時間：10：00～12：00 ●場所：大会議室  

●受講料：１回５００円＋教材費50 円 

着 付 教 室  
●日 程：１０/１３・２７（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 

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！ 

書 道 教 室 
●日程：１０/４・１８､１１/1・１５（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

 

   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：１０/５・１９、１１/２・１６（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） 
①年賀状作成  11/2・9・16(水) 

②デジカメ写真講座 11/7・14・21(月) 

③楽しいインターネット 11/7・14・21(月) 

時 間 ①②10:00～12:00 ③13:30～15:30  

受講料 ①〜③3 回2,000 円（教材費別） 

●募集 各講座 10 名 

 

◆個人教室 

日時 11/4・11・18・25(金) 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 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） 
 

「はつらつ写真館」  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。） 

「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。    １０月４日（火）１０：００～１２：００  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 ： １０月２５日（火）13：30～    ●場所 ： はつらつ館 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 

  

＊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。 

 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会 

ＡＳＧ会 

今年度最後のコンペです。会員の皆さま奮ってご参加ください！ 

日時：１１月１６日(水) ロータリーゴルフクラブ ニューコース ８時５３分スタート 

参加費：１，０００円 ／ プレー費７，５５０円(昼食費込)  ＊７０歳以上免税５00円 

参加申込締切：１０月３１日(月)  向井    小幡    津川 

★★ ９月１４日のコンペ 優勝者：小 幡    準優勝：向 井 ・ 池 本 ★★ 

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室 ★見学自由 

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。 

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 

カメラ愛好会です。見学に来てください！ 

問合せ： 黒住 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 

１０/１２（水）～１０/１７（月）市民センター３階ギャラリーで作品展を開催します。 

メンバーも毎日おりますので、是非お立ち寄りください。 

＊10/19（水）～１０月末までは、浜町のエルホームでも展示会をします。 
同好会の活動は毎月第２・４（木）13：00～16：00はつらつ館２階中会議室です。 

１０月は２７日（木）のみです。初めてのかたでもお立ち寄りください。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

１０月１６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！ 

編み物同好会 
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！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

映画を観て語り合い感動の時間を分か

ち合います（奇数月の第２火曜日開催） 

１１月８日（火）13：00～16：00 

はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 

※初めての方も大歓迎！（会員一同） 

上映予定：洋画「心の旅路」１９４２年作品 

戦争で記憶を失った成年が結婚、しかし事故により

記憶を取り戻した彼は、結婚生活の記憶を失ってし

まう。妻ポーラの思いに涙せずにおれない珠玉の

名作です。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

１０月７日・２１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。 

ＮＨＫの「ためしてガッテン！」で「認知症予

防」「ウツ」に効果ありと放映されました。 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

毎月第２・４土曜日 はつらつ館 

１０月８日（土）  9：00～12：00 

１０月２２日(土)  13：00～16：00 

＊見学者大歓迎！ 

１０月８日は、第４回はつらつ杯大会です。

※上半期リーグ戦・勝率優秀者 

１位：柴田     （２７名中） 

２位：河内 ３位：岡田  

知的財産研究 

同好会 

１０月１６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 

 “こうしたらいいのに”（仕組みと制度）  

 “こんなのがあれば”（便利グッズ） 

～実用新案の手続き～ 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

１０月１８日（火）参加費：500円 

13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋 

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。 

将棋同好会 

 

毎月第２・４木曜日・午前が活動日。 

１０月は１３日と２７日9：30～12：00 

はつらつ館２階 中会議室 

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。 
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お待たせしました・・・「歩こう会」 実施しま～す！ 
第４０回 「神戸ビーナスブリッジから神戸港眺望を見てみよう！ 

猛暑も終わり、その後は台風が続々到来。でもいよいよ紅葉の季節です。今年は３月にアーモンドフェ

スティバルに参加、２０名以上の会員の方の出席をいただきました。 

今回は趣向を変えて、諏訪神社経由、恋人同士のロマンティックな山麓を歩きながら、ビーナスブリッジ

に行きます。眺望を楽しんだ後は、三ノ宮駅近くのレストランで美味しい昼食＆乾杯！を考えています。

会員どなたでも OK ですので、奮ってご参加お願いします。事前の申し込みは不要です。健康保持を目

指し楽しく歩きませんか！ 

●実施日時：１１月６日(日)９：００ （時間厳守・雨天決行） 

●集合場所：芦屋市シルバー人材センター事務所西側 

◎９:１０芦屋駅～JR 元町駅～<徒歩>～兵庫県庁前→相楽園の横経由→ 10：00 諏訪神社（お参り）

→ビーナスブリッジ～絶景を眺める～11：30下山→三ノ宮昼食会場「がんこ寿司」 

●留意点：履きなれたスニーカー（神社からブリッジまでは急坂あり）水分・雨具等の持参  

           （２０１６年幹事/榎本090-5650-2424） 

 

高齢者スポーツ大会 ～元気はつらつ頑張りました！～ 
１０月２日（日）心配していたお天気は、嬉しいことに晴れたけど何と猛暑。今年は、副理事長の大内

孝子会員が「秋の一日を楽しみ、怪我せず、転ばず家に帰ることを誓います！」と選手宣誓を行い競

技が始まりました。参加の２１名は和気あいあいと、最後のゲームで逆転され優勝は逃しましたが、

暑さには負けず健康で楽しい一日を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

街頭啓発活動を実施しました！ 
企画委員会の委員と役員が街頭啓発活動を実施。このたびは JR駅前（北側・南側３カ所）、高浜町ダ

イエー前、南宮町スーパーマーケット前と３日間にわたり、街行く市民にセンターのリーフレットと名入れテ

ィッシュ１４３０セットを配布し、入会の勧誘、センター活動の紹介等の普及啓発活動を行いました。 
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「手づくり市＆ミニ手芸講座」を開催 
９月２４日（土）、センター西側で、「花こもの」班

と「夢きらら」班が、「手づくり市」を開催しました。小

物作りの好きな会員のアクセサリー、袋物、スカー

フ、帽子等さまざまな力作が並びました。曇りがち

な天気でしたが、「帽子のマグネット作りの手芸講

座」の参加者は、楽しそうに談話しながら製作をし

ていました。 

 
 

子育て支援班ステップアップ研修会報告 
子育て支援班〝まつぼっくり″の平成２８年度「第２

回ステップアップ研修と全体会」が、９月２３日（金）はつ

らつ館大会議室で行われ１７名の会員が参加。 講師

は、立ち上げ時から携わり一時預かりで活躍している佐

藤うめ子会員。「乳幼児期の大切さと対応の仕方」とし

て、子どもの自尊感情の育て方

を知ることが出来ました。また、

子どもと楽しむ手遊びを体験

し、全体会でも、親子遊びを参

加者全員で行い和気あいあい

でした。 
 

ＭＡＮパワーチーム意見交換会の報告 
９月２９日(金)ＭＡＮパワーチームが「安全就業を

考えよう」と意見交換会を開催。１７名の男性会員

の参加がありました。兵庫県下のヒヤリハット事例、

重篤事故報告を確認したあと、グループに分かれ

て就業中のヒヤリハット体験等を発表し合いました。

活発な意見が多く出て、適正な安全就業について

の理解を深める良い機会となりました。 

 

今年度の「芦やん小町・女性の集い」は２９年１月２１

日（土）１３時からです。今回は、漫才師「喜味こいし」

さんの次女で、三味線放談／喜味家たまごさんをゲ

ストにお迎えします！ 

また、市内在住の６０歳以上ならお友達も誘っていた

だける集いを予定しています。今から、予定を空けて

おいてくださいね。（詳細は次月事務局だよりで） 
 

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） 
 

配分金の支払日 
９月就業分 １０月１４日（金） 

１０月就業分 １１月１５日（火） 
 

入会希望者説明会の日程 
１０月１１日（火） 

１１月８日（火） 
 

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！ 

１０月２６日 １１月３０日 

１２月２１日 １月２５日 
 

刃 物 研 ぎ 
●西芦屋ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ(山幹沿い) １０月７日(金） 

●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ  １０月１４日（金） 

●打出商店街（まごの手）    １０月１９日（水） 

●はつらつ館（野菜市同時開催）１０月２６日（水） 

★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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介護保険制度講習会にご参加を！! 
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けたいものです。介護保険制度の改正点および

「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要などについて、下記のとおり講習会を開催しますので、ぜひご参

加ください。 

●日程：１０月２６日（水） ●時間：１０：００～１１：３０  ●場所：はつらつ館２階 大会議室 

●講師：芦屋市・地域福祉課、高齢介護課  ●申込：電話受付３２-１４１４ 

 

 

 

企画委員会発信！会員拡大強化月間【１０月･１１月･１２月】 
企画委員会では、今年度は【１０月・１１月・１２月】を「会員拡大強化月間」とし、「１会員が１人紹介運動」 

を推進します。この期間にご紹介者が入会されたら、 

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さい。（入会説明会は毎月第２火曜日１３：３０から） 

 

 

 

 

認知症サポーター養成講座を開催します!! 
～サポーターの優しさがなぜ必要？何ができる？～ 

認知症サポーターをご存知ですか？街の中で困っている認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のこ

とです。会員みんなが認知症の正しい理解をして、応援者になってほしいと願い講座を開催します。多くのご参

加をお待ちしております。 

●日程：１１月２９日（火） ●時間：１３：３０ ～ １５：３０  ●場所：はつらつ館２階 大会議室 

●講師：認知症の人をささえる家族の会「あじさいの会」代表 安宅 桂子氏  ●申込：電話３２-１４１４ 

 

 

 

 

はつらつキッチン班 「料理交流会」のご案内 
食べることが大好きな方、料理を作るのが好きな方、老後のために料理を覚えたい

方などなど、『料理』を通じて交流しませんか？男女ともに大歓迎です！ 

今回は、秋の味覚・さんまときのこを使ったメニューです。たくさんのご参加を！ 

●日時：１０月１４日（金）9：30～12：00 ●場所：はつらつ館 １階 作業室 

●参加費：５００円（当日払可・事前申込が必要）●募集人数：１５名 ●持ち物：エプロン・三角巾 

 

「たのしい放課後教室」で楽しくお勉強！ 
会員の皆様！小中学生のお孫さんにお役に立ちます「たのしい放課後教室」。算数・英語・数学をわかりや

すく丁寧に指導しています。体験学習に一度お越しください！ 

●日時：毎週火曜・木曜 小学生１６：３０～ 中学生１８：０５～ 

●月謝：週２日コース････６０００円  週１日コース････４０００円●対象学年：小学４年生から中学３年生 
 

 

 

 

あしや秋まつりに出店します 
日 時：１０月９日（日) ９時～１５時  場 所：精道小学校グラウンド 

 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：１０月１７・２４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 
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