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１,０８９名
（男６３２名･女４５７名）
（１１月末現在）

はつらつ館・玄関ドア改修工事のお知らせ
会員をはじめ、来館者の方々に長期にわたりご不便をおかけしてきました当館の北側出入口を、自
動ドアに改修するため下記日程にて工事を実施します。
それに伴い、工事期間中は北側出入口が閉鎖されます
ので、当館へお越しの方は、恐れ入りますが西側の臨時
出入口からお越しください。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力のほどよろしく
お願いします。
●期間：平成２８年１２月１８日（日）９：００～
１２月２８日（水）１７：００
※駐輪場は従来どおり、北側出入口横をご利用できます
が、臨時出入口付近への駐輪は、広報紙等搬入車両の出
入りが不定期にありますのでご遠慮ください。

【介護予防・日常生活支援総合事業】

芦屋市生活支援型訪問サービス従事者研修のご案内
平成２９年度から実施される「介護予防・日常生活支援総合事業」について、別紙のとおり掲載して
いますが、今後ますます社会の高齢化が進み、多くの支え手が必要となります。
会員のほとんどの方はとてもお元気なので、ご自身がこの支援を受けることはまだまだないかもし
れませんが、このたびシルバー人材センターは「福祉の担い手としてサービス提供をする側」となり、
地域の支え合い体制づくりを推進するために行政と連携し、この事業に参画することとなります。
４月からこの総合事業に関わる仕事に従事するためには、市が実施する２日間の「芦屋市生活支
援型訪問サービス従事者研修」の受講が必要となり、受講後に芦屋市から交付される「修了証」を持
っていることが就業の条件となります。現在、家事援助サービス等の業務に就業している会員には、
別途ご案内を送付いたします。
今回下記のとおり、平成２９年１月から３月までの間に、芦屋市シルバー人材センター「はつらつ館」
において、合計３回の研修がありますので、いずれかの日を選んで、受講するようお願いします。
また、現在ヘルパー２級以上の資格を取得されている方は受講不要ですが、その修了証が必要と
なりますので、持っておられない方は今回の研修を受講して下さい。
① １日目 制度理解・高齢者 １月２４日(火) ２日目
１月３１日(火)
自立支援、老化や疾
病について等、
② １日目 の尊厳の保持等、 ２月２４日(金) ２日目
２月２５日(土)
合計５．５時間
合計５．５時間
③ １日目
３月２９日(水) ２日目
３月３０日(木)
＊いずれも９：１５～１６：１５(昼休憩１時間)です。
＊２日間（１１時間）の受講が必要です。
＊１日目と２日目の組み合わせは可能です。

受講申し込み・お問い合わせは事務局までお電話下さい
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１１ 月 活 動 実 績
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３０周年記念事業

第２回３０周年記念事業部会
兵シ協職員研修（羽渕主査）
入会説明会
第４回女性会員拡大推進会
第４回安全委員会
兵シ協安全･適正訪問指導（北田常務）
兵シ協第３回中長期計画推進委員会（理事長）

安全パトロール
新入会員オリエンテーション
第１３回アンケート検討会
第７回事業運営部会
兵シ協適正就業推進研究会（今井・大谷）

21
22
24

26
28
29
30

第２回３０周年広報・記念誌部会
後期会員研修バスツアー
簿記研修会（阿守監事・羽渕主査・今井）
新総合事業事業者説明会（事務局職員）
第２回３０周年総務・式典部会
年末調整説明会（羽渕主査）
地区交流会(阪急西・奥山地域)
視察来訪（愛媛県西条市）
第８回広報委員会
認知症サポーター養成講座
事務局会議

●第２回 記念事業部会（１１月１日）
・統一テーマについて
・委員へのアンケート集約
・明石市ＳＣフェスティバル視察報告
・記念イベントについて
●第２回 広報・記念誌部会（１１月２１日）
・統一テーマについて
・記念誌掲載記事について
・記念事業の広報について
●第１回 総務・式典部会（１０月２７日）
・統一テーマについて
・式典・表彰について

就業相談日の開催
就業に関するお悩みを抱えていらっしゃいませ
んか？適正就業推進委員がお悩み解決のお手
伝いをさせていただきます。
下記時間中に直接お越しください。
●日程：１月１９日（木）●場所：中会議室
●時間： ①午前 10：00～12：00
②午後 13：00～15：00

全シ協安全・適正就業指導員会議（宮内主査）

事業運営部会

１１月の安全パトロール

●第７回 （１１月１８日）
・各委員会・事業報告
・設立３０周年記念事業について
・役員先進シルバー視察研修について
・平成２９年度定時総会会場について

１１月１５日、向井委員長、梶谷・巻野委員の３名が
剪定・除草４か所を巡回。安全への注意を喚起しま
した。

安全委員会
●第４回 （１１月１１日）
・兵シ協安全就業強化月間について
・安全講習会・健康講座の開催について
・第４４号安全だより発行について
・職群別就業基準の作成と周知について

専門委員会
●第８回 広報委員会（１１月２８日）
・はつらつ芦屋第２３号について

～～事故ゼロ運動～～

☆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
☆兵シ協安全就業推進標語

点検は あなたを守る 命綱
☆全国シルバー人材センター 全国統一スローガン

見逃すな ヒヤリで済んだ あの経験
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今期間、家事援助サービス中の物損事故が１件
発生。皆さん、注意！注意！いつ何時も、注意し
ましょう！

無事故達成日数
傷害事故 １１６日
賠償事故
８日（１２月５日現在）

｢設立３０周年記念事業実行委員会｣の委員紹介
平成２９年度は設立３０周年。総勢２７名の実行委員をご紹介します。３０周年が実りある年となるよう、ご協力
をお願いします！
●「設立３０周年記念事業実行委員会」委員長・・・・山 村

昇（理事長）

総務・式典部会

記念事業部会

広報・記念誌部会

★永井 伸一（理事）

★前 田 穣（理事）

★加古 良子（理事）

☆河村 昱生（理事）

☆向井 節子（理事）

☆宮下 隆文（理事）

北田 惠三（常務理事）

北田 惠三（常務理事）

北田 惠三（常務理事）

寺本 愼兒（芦屋市福祉部長）

中塚 好子（理事）

大内 孝子（副理事長）

大内 孝子（副理事長）

恩田 泰子（理事）

前 田 穣（理事）

大嶋 三郎（理事）

宮下 隆文（理事）

岩崎 準一（広報委員）

向井 節子（理事）

櫻井 由紀子（会員活動委員）

久我 和子（広報委員）

恩田 泰子（理事）

増 田

透（会員活動委員）

宮本 允子（会員）

阿守 三男（監事）

鈴木 一生（地域支援委員）

坪内美津子（会員）

髙橋 信博（監事）

野島 さゆり（地域支援委員）

湯浅 宗昭（会員）

岡垣 莞治（会員活動委員）

森 信 行（企画委員）

若槻 良男（会員）
部会長：★

芦屋市シルバー人材センター女性の会

副部会長：☆

申込み受付中!!!

「芦やん小町」女性の集いにご参加ください！
今年度は芦屋市在住の６０歳以上であれば、姉妹・お友達も参加できます！
今年度で３回目となる「女性の集い」。今回は、同世代でもある「三味線
放談」喜味家たまごさんをゲストに迎え「人生、笑って暮らしたい」と題し、
講演＆演奏をお楽しみ頂こうと企画しました。もちろん茶話会もあります。
今回はお知り合いも誘って参加できますので、まだ参加したことのない方
も是非お越しください！

●日 時 ： 平成２９年１月２１日(土)１３時から
●場 所 ： 芦屋市民センター
●ゲスト ： 「三味線放談」喜味家たまごさん
●会 費：３００円 ●定員：８０名 ●申込締切：１２月２８日

健康・生活アンケートの提出(お願い)
１１月に配布しました『健康アンケート』の提出がまだの方は、１２月９日(金)までに必ずご提出ください。

年末年始のお知らせ

＝＝年末年始の就業について＝＝

１２月の事務局業務は２８日(水)まで、新年は１月４日(水)からで
す。「就業報告書」は１２月の就業が終わり次第、速やかにご提
出ください。年内に提出できなかった方は､遅くとも１月６日まで
にはご持参ください。(事務局お休みの間は、事務局ポストへ投
函いただいても結構です。)
年末年始の就業日等は各自が責任をもってご確認ください。

年末年始の就業については、各自、就業先と
相談あるいは確認をお願いし
ます。またローテーション就業
の場合は、会員同士でも就業
日の確認をお願いします。
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芦屋こどもフェスティバルに参加

西条市ＳＣ視察来訪（報告）

１１月１２日福祉センターにおいて約６００人の市
民が参加した、こどもフェスティバルが開催されま
した。当センターからは子育て支援班“まつぼっく
り”のメンバー１２人がボランティア参加。たくさんの
こども達が楽しんでくれました。

１１月２８日(月) 愛媛県西条市から、役職員１６
名が来局。全国のシルバー人材センターを紹介す
る「月刊シルバー」１０月号に【いろいろベスト５０】
が発表され、全国１３１４団体の中で会員増加数
６位、会員増加率２３位の当センター。全国的に会
員数が減少ぎみの中、躍進していることから視察
に来られました。また、他のセンターにはない多く
の独自事業を実施していることも魅力のひとつとな
っています。

阪急西・奥山地区交流会（報告）

子育て支援班・ママのミニパーティ開催
１１月２５日子育て支援班主催「ママのミニパー
ティ」が開催され、子育て中のママ１２人とこども１４
人が参加しました。少し早目のサンタさんからのプ
レゼントに、子供たちは大喜び。楽しく交流ができま
した。

プレゼントを渡すサンタさん(山村理事長)
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１１月２６日(土)開催された阪急西・奥山地区交
流会は、対象会員９０名のところ、会員活動委員合
わせて１３名の出席。大変少ない参加者数でした
が、その分ゆったりといろいろな話ができました。
自己紹介では、仕事のこと、趣味のこと以外にも
「詐欺」商法の話等も。不用品引き取り等で親切に
自宅に来られ、結局は貴金属等違うものを狙って
るケースもあるそうです。会員皆さんもくれぐれもお
気を付けください！
★以降の実施予定 (該当の方には別途案内)
●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）
●２月４日(土) 海浜東地区（新浜・浜風・高浜）
●３月４日(土) 海浜西地区（若葉・緑・潮見）
●３月２５日(土) 阪神西地区（宮塚・茶屋之・
宮川・大桝・公光・精道・川西・津知・平田北）

会員みんなが認知症サポーター!!
１１月２９日の認知症サポート養成講座には１５
名が参加。これで当センターのサポーターは１４３
名になりました。センター以外で受講された方は事
務局までご連絡下さい。こちらでも登録したいと思
います。会員全員サポーターを目指しましょう！！
地域支援委員会

企画委員会発信
会員拡大強化月間、最終月！
【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」 を推進しています。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）
＊該当者の方は事務局にお申し出ください。

201７会員手帳が届きました！
事前申込みされた方は、３００円をご持参の上、
事務局でお受け取りください。
また、在庫もありますので、ご希望の方は先着順
にて販売いたします。

刃 物 研 ぎ
●朝日ヶ丘ガーデンヒルズ
１２月９日（金）
●打出商店街「まごのて」
１２月２１日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催）１２月２１日（水）

★受付は１０時～１２時まで
★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円
＊西芦屋、朝日ヶ丘は１月以降、実施無し

1.17 ひょうごメモリアルウォーク 2017
今年も「メモリアルウォー
ク」が開催されます。
交通機関が途絶した大震
災時の追体験を行い、風
化しがちな防災意識を新
たにしましょう。芦屋市出
発は川西運動場から。午前８時３０分スタート
の１０ｋｍコースです。みんなで 一緒に参加し
ませんか？
（一般ウォーク締切：平成２９年１月６日）
ひょうご安全の日推進県民会議事務局
078-362-9984

衣類のお直し、りフォーム
いたします!!
日時：１２月１２・２６日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

シルバーやさい広場
網戸・ふすま・障子、
張替えます！

朝日ケ丘西公園とはつらつ館で
毎週

金 曜日開催中！

養父市・三田市から新米入荷!!

当センター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！

美味しい新米が届いています。ぜひご購入下さい！

はつらつ野菜市
原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
１２月２１日
１月２５日
２月２２日
３月２９日

＊１２月は最終水曜日でなく２１日です。
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芦屋霊園内のお墓清掃
引き受けます
お墓清掃班が、忙しい貴方に代わって
芦屋霊園内のお墓清掃を承ります

お仕事の紹介（請負・委任）

後期会員研修バスツアー（報告）
１１月２２日(火)好天に恵まれ、湯村温泉を総勢
８４人で訪れました。この様子は、会報「はつらつ芦
屋」新年号で詳しくご紹介しますのでご覧ください！

時間等
月・火・水・金
17：00～20：00

１名

火・水・木
11：00～14：00

１名

日
17：00～20：00

１名

月～日（ローテ）
13：30～18：00
火・金
8：30～15：00
土日祝
18：00～21：00
曜日相談
18：30～20：30
月～日
7：00～11：00
月～日
7：00～11：00
月・木
２時間
月・木
１．５時間
月・木・土
3 時間
週 2 回 1 時間

風情ある温泉街。足湯でぽかぽか

配分金の支払日
11 月就業分
12 月就業分
１月就業分

12 月 15 日（木）
１月１８日（水）
２月１５日（水）

入会希望者説明会の日程
１２月１３日（火）
１月１７日（火）
２月１４日（火）

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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募集人数

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
12：30～16：30
月・木(ローテ)
8：30～10：30
水
8：00～12：00
週３～４日
8：00～12：00
週３回
9：30～４時間
月・金
午前４時間
月１回火曜
午前 2 時間
木・土の 15 時～
２～３時間
週３～４回
7：30～8：30
火・金
午前１～２時間

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
１名
１名
１名
１名
１名

月１回 2 時間

１名

木曜午前３時間

１名

週 2～3 回
夕方 2 時間
金
１６：００～３時間
週１(相談)
１１～１４：00

１名
１名
１名

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

編み物同好会

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
今年度は１１月１６日（水）ロータリーゴルフ倶楽部にての５組のコンペで終了致しました。
今年度は６回開催し、いずれも多数の参加で大いに盛り上がりました。
来年は４月１９日（水）の開催を予定しています。
★１１月１６日コンペ表彰者 おめでとうございます！
優勝：下島克己 ２位：向井秀隆 ３位：箱崎正次

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 ★見学自由 ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
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

１２月８日 小磯良平展鑑賞
１２月２２日 例会 １３：００～１６：００

市民センター・エルホームの展示会に多数の
皆様にご高覧いただきありがとうございました。

１２月１１日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

～自由参加・フリートークの場です～
急に予定がなくなった、待ち合わせに時間がある
など、そんな時でも気軽にお立ち寄りください。

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

上映予定： 【下町の太陽】 １９６３年・松竹
１月１０日（火）13：00～16：00
はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 山田洋次監督／倍賞千恵子主演

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

毎月第２・４金曜日/12：00～15：00 １ゲームおよそ３０００歩程度の運動量で
●ラポックスホール
体験歓迎
す。NHK「がってん」でも”ボケ防止“、
“うつ”に効果があると放映されました・・・
(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階）

麻雀同好会
(すずめクラブ)

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

手を使い、頭を使い、仲間と一緒に楽しん
でいます。見学も自由ですので、興味ある
方は、一度覗いてみてください。

１２月１１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

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

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

今回テーマ：こんなのがあれば（便利グッズ）/
実用新案 「爪もみ」「つぼ指圧」～“三徳くん“

月例会：１２月２０日（火）13：00～16：00「ジャンカラ芦屋店」 参加費：500 円
＊初めての方も大歓迎！ 現地受付で「ひばりクラブ」とお伝えください。
新年会・開催予告・・・・・新年会の参加は事前申込をお願いします。
平成２９年１月１７日（火） 12：00～16：00 ●ﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ「クエッション」
参加費：２，０００円（軽食・ドリンク付） 申込み締切：１月１２日（木）まで
連絡先： 岡垣 、 巻野
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。初心者歓
１２月８日・２２日 9：30～12：00
迎します。見学も自由です。ぜひ覗いてみ
はつらつ館２階 中会議室
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。
＊メンバー３人いれば、同好会の立上げができます。詳しくは事務局にお問い合わせください。
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保育所ボランティアにご参加を！
伝承遊びや将棋、会員の手づくりおもちゃで遊ぶ、豆まき鬼になって一緒
に遊ぶ、などなど、保育所ボランティアへの参加をお願いします。たくさん
の皆さんのご参加お待ちしています。事務局太田まで連絡ください。
（現地集合・現地解散）

１月１０日（火）

緑保育所

緑町２－４

10：00～11：00 お正月遊び・伝承遊び・将棋・お手玉

１月１６日（月）

大東保育所

新浜町８－１

10：00～11：00 阪神大震災のお話・伝承遊び・将棋

１月１８日(水）

打出保育所

宮川町４－１０

10：00～11：00 手づくりおもちゃを一緒に作る・遊ぶ

１月２３日（月）

新浜保育所

新浜町１-１

１月２５日（水）

精道保育所

精道町９－１６

10：00～11：00 特技の披露・伝承遊び

２月３日（金）

岩園保育所

岩園町２－１８

9：30～11：00

10：00～11：30 伝承遊びや手作りおもちゃで遊ぶ
豆まきの鬼になってほしい

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：１２/７・２１、１/４・１８（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
①個人教室 2017/1/16・23・30(月)
来月のパソコン講座（会員の割引価格） ②タブレット個人教室 2017/1/16・23・30(月)
①ワード入門 2017/1/11・18・25(水)
時間 ①10:00～12:00 ②13:30〜15:30
②はじめてのパソコン 2017/1/13・20・27(金)
完全マンツーマン方式 ・ パソコン持参可
時間 10:00～12:00
受講料 各日 2 時間 2,500 円 各日 5 名
受講料 3 回 2,000 円（教材費別） ●募集 １0 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）

「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。
１２月１３日（火）１０：００～１２：００ はつらつ館 大会議室

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＆らくらく英語クラス

～Ⅹ’mas

Joint Party～

１２月１７日（土）10:00～12：00●会費 ： ５００円 （電話申込みの上、当日持参）
「たのしい放課後教室」ご案内
●対 象 ： 小学４年生～中学３年生
●時 間 ： 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

●日 程：１２/８・２２（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：１２/６・２０､１/１７・３１（火）原則第１・３火曜
●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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