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会員数
１１０１名
（男 640 名･女 461 名）
（１月末現在）

保育所ボランティア、ご参加ありがとうございました！
１月１０日（火）から始まり２月３日（金）まで、「保育所ボランティア」で市内６か所の保育所に手作りおも
ちゃ持参で参加してきました。今年度の特徴は、「お手玉遊び」「羽子板遊び」「コマ回し」等、昔ながらの
遊びで始まり、最後の保育所では「節分の鬼遊び」でした。延べ５７名の会員が参加し、伝承的な遊びを
紹介。また、新しい「笑いヨガ」（２か所の保育所で紹介）も遊びの中に取り入れた新旧の遊びで子ども達と
の交流が深まりました。

はつらつ館・玄関ドアが
自動ドアになりました！
長らくご不便をおかけしましたが、１月１６日（月）から２号線沿い入り口が
自動ドアとなり、ご利用していただけるようになりました。

シニアライフ・トータルサポート講座

市民公開セミナーのご案内

高齢者の住まいと介護施設

あなたの人生を大切に生きるための終活

・ケア付きマンション、サ高住、有料老人ホーム
の違いと選ぶポイント
・介護施設の種類と一般的な入所・利用費用
●日 時：３月１１日(土)１０：００～１１：３０
●講 師：シニア・トータルサポートグループ
●場 所：はつらつ館 大会議室
●受講料：５００円(要申込・当日払い)
●定 員：５０名（定員になり次第締め切ります）

「終活」とは残りの人生をよりよく生きるため、元
気なうちに考えて準備すること。気になっている
身近な所からはじめてみませんか？

＊全５回シリーズの第１回目です(２ヶ月毎)

●日 時：３月１１日（土）１３：３０～１５：００
●講 師：社会福祉士 吉田 三祐(よしだ みゆ)
●場 所：はつらつ館 大会議室
●受講料：５００円(要申込・当日払い)
●定 員：５０名（定員になり次第締め切ります）
傾聴グループ「はつらつコール」

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４

●第４回 総務・式典部会（１月２６日）
・表彰について
・式典内容について
・抽選会について
・記念品について

１ 月 活 動 実 績
10
13
16
17
19
20
21
24
26
27
30
31

第４回３０周年記念事業部会
第６回会員活動委員会
第４回３０周年広報・記念誌部会
蒲郡市ＳＣ来訪
新入会員オリエンテーション
エイジレスユーザー研修(羽渕主査)
兵シ協事務局長会議（白井次長・羽渕主査）
第５回適正就業推進委員会
阪神ブロック職員研修(川西市：今井・大谷)
第９回事業運営部会
第３回芦やん小町女性の集い
①-1 介護予防総合事業従事者研修
第４回３０周年総務・式典部会
事務局会議
兵シ協安全適正委員会（北田常務）
第１０回広報委員会
①-2 介護予防総合事業従事者研修

１月の安全パトロール
１月２４日、向井委員長、渡辺・木山・巻野委員の４
名が剪定・除草現場の４か所を巡回。安全への注意
を喚起しました。

事業運営部会
●第９回 （１月２０日）
・各委員会・事業報告
・平成２９年度地域就業機会創出・拡大事業の
実施について

専門委員会
●第６回 会員活動委員会（１月１３日）
・会員アンケートについて
・今年度事業報告及び来年度事業計画について
●第５回 適正就業推進委員会（１月１９日）
・就業相談の実施方法について
・５年ルールの運用について
・会員アンケート調査のコメント作成について
・次年度事業計画案について
・適正就業ガイドラインの周知について
●第１０回 広報委員会（１月３０日）
・会員アンケート内容について
・次年度事業計画について
・はつらつ芦屋第２４号について

３０周年記念事業

～～事故ゼロ運動～～
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 １５２日
賠償事故
５５日（２月６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

●第４回 記念事業部会（１月１０日）
・統一テーマについて
・記念イベントについて
●第４回 広報・記念誌部会（１月１６日）
・写真ページのテーマについて
・祝辞について
・３０年のあゆみについて

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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「地区交流会」（海浜東）が開催されました（報告）
２月４日（土）１０地区目となる「地区交流会」（海浜東：新浜・浜風・高浜）が開催され、１４名の会員と
会員活動委員５名が集いました。シルバーとの出会いや、仕事のこと、趣味や子供の頃のこと等、本当に
楽しいお話ばかり。年齢も性別も違うけれど、こうして集うことによって、また知り合いも増え、大いに刺激
を受け、ますます元気な人生になります。まさに、シルバー人材センターの一番良いところです。
今年度、残すところあと２回の交流会がありま
す。該当地区の会員の皆さん、ぜひぜひご参加くだ
さいね！
★以降の実施予定 (該当の方には別途案内)
●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）

第３回芦やん小町「女性の集い」が開催されました！
第３回目となった芦やん小町「女性の集い」が１月２１日
(土)市民センターで開催されました。
今回はお友達参加もできる会にしたこともあり、総勢６７名
が参加。恩田理事の司会、大内
副理事長のあいさつに続き、ゲス
トの喜味家たまごさんによる三味
線放談「人生笑って暮らしたい～
たまごの介護日誌」では、笑いと
涙の楽しいひと時を過ごしました。続いての茶話会、やぶ米が当たる抽選会で
は、ワイワイにぎやかに盛り上がりました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西山さんも「やぶ米」が当たりました！

西山信子（会員番号２３１１）
第３回「芦やん小町」女性の集いに初めて参加させて頂き、楽しく有
意義な時間を過ごせました事を感謝しております。
ゲストの喜味家たまごさんの楽しいお話や三味の音とともに、ご自身
の介護経験をお聞きし、多くの方が涙しておられました。悲喜交々同じ
ような経験をし、それを共有し合える場があることに、女性の集いの意
義を感じました。初めてシルバーの催事に参加され喜んでおられる笑
顔にふれ、私もルンルン帰路につきました。

愛知県・蒲郡市ＳＣ視察来訪（報告）
１月１６日（月）愛知県から蒲郡市シルバー人材センター
役職員２１人が来訪。
特に、傾聴事業について学びたいとのことで、当センター
から、傾聴グループ「はつらつコール」のメンバー４人が出席
し、傾聴事業について詳しく説明。質疑応答・意見交換が活
発に行われました。
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就業相談箱を刷新、移動しました！
これまでご利用いただいてきた、就業相談箱の利用方法を刷新することになりました。もっと手軽にご
利用いただけるように、設置場所も変更します。利用開始は２月６日（月）からとなりますので、よろしくお
願いします。
（旧）

（新）

談話室

風除室

⇒

はつらつ館正面入口を入った東側壁面

「利用方法」
相談箱に備え付けてある専用用紙【就業相談申込書】に、会員番号・会員氏名・連絡先等を記入して
投函してください。ご相談の内容は、適正就業推進委員が申込者へ連絡の上、電話で直接お伺いさせ
ていただき、解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

適正就業委員会

「安全健康講習会」開催のお知らせ
当センターの傷害事故件数は、２５年度は０件、２６年度は１件に留まったものの、２７年度は５件、そし
て今年度も既に４件発生しています。特に今年度は、年度明けの４月早々に発生した就業途上の自転車
事故をはじめ、以降も入院や長期治療を伴う事故が２件、重篤事故(死亡)が１件発生するなど、重大な
事故の多い年度となりました。また、傷害事故の半数を就業途上の自転車事故が占めたことも軽視でき
ません。
安全委員会は、就業に係わる事故を少しでも減らすため、一人でも多くの会員に「事故を未然に防ぐ」
という「意識」を持ってもらいたい、センターの会員として就業する人たちの間で、どのような事故が起きて
いるのか「関心」を持ってもらいたいと、安全パトロールや講習会の企画・実施、委員会だよりの発行等の
活動をしています。今回も、自転車に関する安全講習と、何よりも大切な自身の体の健康に関する講習
を計画しました。限られた時間の中ですが、安全講習では自転車シミュレーターを用いたり、健康講座で
は血管年齢や握力の測定をするなど、退屈しない内容を調整中ですので、ぜひ、多くの会員にご参加い
ただければと思います。
① 開催日時
平成２９年３月２４日（金）15：00 ～ 17：00
② 開催場所
芦屋市シルバー人材センター ２階 大会議室
③ 講習内容
第一部 「交通安全について」（仮）／15：00～16：00
●講師：・芦屋市都市建設部建設総務課 天王寺谷正裕氏・小村知晶氏・山本侑乃氏
・芦屋警察署交通課総務係 職員
第二部 「あなたの健康度チェック」（仮）／16：10～17：00
●講師：芦屋市こども・健康部健康課 管理栄養士 鈴木ひかる氏・保健師 鍋田裕子氏
④ 定
員
先着 30 人
＊事務局まで電話または FAX にて、会員番号・氏名をお知らせのうえお申し込みください。

安全委員会
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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：２月１３・２７日（月）９：００～１１：３０ 当センター技能班が引き取りからお届け
＊原則は毎月第２・第４月曜
まで責任をもってお受けします！

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

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

らくらくイングリッシュ

２月２５日（土）10:00～12：00
英語ｄｅポピュラーソング ＋
映画「フォレストガンプ」①＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ
●受講料 ： ５００円＋テキスト代 50 円

●日時：２/４・１８、３/４・１８（土）10：00～12：00
●受講料：１回５００円＋教材費 50 円
中学校で習った英単語を使い日本語もチャンポンで
クイズ・ゲームを楽しみます！

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：２/９・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：２/７・２１、３/７・２１（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！

「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？
●日時：４月６日（木）10：00～12：00（偶数月・第 1 木曜日に開催） ●はつらつ館 作業室１または中会議室
●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＝3000 円 会員＝1500 円 ●プリント料：２Ｌ１枚＝200 円 Ａ４1 枚＝500 円
＊複数ポーズ可。その場で画像を確認し写真を選べます。 （撮影・プリント料は当日頂きます。）

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：２/１・１５、３/１・１５（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
個人教室 3/6・13・27(月)
来月のパソコン講座（会員の割引価格） 時間 13:30〜15:30
①フォトブックの作り方 3/6・13・27(月)
完全マンツーマン方式 ・ パソコン持参可
②楽しいインターネット 3/8・15・22・29(水)
受講料 各日 2 時間 2,500 円 各日 5 名
③エクセルを使いこなす 3/3・10・17・24(金)
時間 ①〜③10:00～12:00
募集：各 10 名
●場所：シルバー人材センター はつらつ館
受講料①3 回 2,000 円②③4 回 2,500 円（教材費別） ●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。
２月２２日（水）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 ： ２月２８日（火）13：30～
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●場所 ： はつらつ館

親睦＆交流のための「会員同好会」
～～就業だけでなく、今年は、何か始めませんか！～～
新たな 発見、出会い、経験 等など
活動日・場所

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

お知らせ・コメントなど・・・

～休会期間中～
来年度４月１９日（水）の開催を予定しています。
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～
カメラ愛好会です。見学に来てください！
はつらつ館 ２階中会議室
問合せ： 黒住
色々な絵を描き・楽しみ、お話しに華を咲
２月９日・２３日１３：００～１６：００
かせる。そんな味なサークルで、楽しん
毎月第２・４木曜・はつらつ館中会議室
でみてください。
毎月第２日曜日 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！

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 次回上映日：３月１４日（火）１３：００～です。
ち合います（奇数月の第２火曜日開催） リチャード・ギア主演 『コットンクラブ』
はつらつ館中会議室 １３:００～上映
＊会員どなたでも参加自由です。

ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

毎月第２・４金曜日/12：30～15：00 １ゲームおよそ３０００歩程度の運動量で
●ラポックスホール（入口は西側）
す。性別年齢に関係なく楽しめます！
(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階）
初めての方大歓迎！ 楽しいですよ！！

麻雀同好会
(すずめクラブ)
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

毎月第２・４土曜日 はつらつ館
２月１８日（土） 9：00～12：00
２月２５日(土) お休みです。
毎月第２日曜日 13：30～15：00
＊会員であれば参加自由です。
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

月例会：２月２１日(火) １３～１６時
会費：５００円（ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付き
場所：ジャンカラ芦屋店

２５日は、「総合事業の従事者研修」「広報
紙仕分け」等で会場が使用できないため
中止です。尚、２月会費は無料とします。
皆で意見を出し合って話し合う同好会です
・人材でなく人財！アイデア出し合っています
・こんなあれば！便利グッズについて 等

先日の新年会には１８名が参加し、好きな
曲を楽しみました！

毎月第２・４木曜日・午前が活動日。
初心者もベテランさんも、一緒に楽しみま
２月は９日と２３日 9：30～12：00
せんか？当日のメンバーで対局します。
はつらつ館２階 中会議室
会員の皆様の中で昔、何か楽器をされてたことがある方があしましたら
サークル作りませんか？ちなみに私は５０歳過ぎてからバイオリンを始め
まして、たまに高齢者の施設などにボランティア演奏に行ったりしており
ます。ご興味のある方はお問い合わせください。
（入部）

＊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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お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
季節変動（ローテ）
7：30～12：30
火～日（ローテ）
7：00～10：00
金・土・日
19：00～22：00
土・日・祝
11：00～14：00
19：00～22：00
月～日（ローテ）
8：00～10：00
17：00～22：00
月～土(ローテ)
8：30～11：30
12：15～16：00
月～土(ローテ)
14：30～18：30

月～日(ローテ)
7：00～11：00
月～日(ローテ)
7：30～12：30
月～日(ローテ)
7：00～11：00
火・木・土
8：30～12：00
月・木
２時間
月・木・土
3 時間
火曜
9：00～12：00
火曜
２時間
月・木
8：00～10：30
週３～４日
8：00～12：00

募集人数

１名
１名

平成 29 年度 年会費受付開始！
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。おつりの無いようにしていただければ
助かります。（２４００円）

退会手続きについて

１名
各1名

平成２９年度に会員継続の意思の無い方は、３月末
までに必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。
手続きのない場合は、新年度会費が必要になります。

各1名

シルバーやさい広場
１名

朝日ケ丘西公園とはつらつ館で

３名

毎週

金 曜日開催！

（１月は２０日からです）

１名
１名

はつらつ野菜市

１名

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
２月２２日
３月２９日
４月２６日
５月２４日
＊5/31 は定時総会のため、5/24 に変更します。

１名
１名
１名
１名

刃 物 研 ぎ

１名

●打出商店街「まごのて」
２月８日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ２月２２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
＊打出商店街「まごのて」は毎月開催！

１名
１名

週１回３時間

１名

週１回３時間

１名

月２回２時間

１名

火・金各３時間

１名

月１回 2 時間

１名

週２～３回
４時間

１名

週１回３時間

１名

週３回各２時間

１名

週 2 回午後 3 時間

１名

週１(相談)
１１～１４：00

１名

配分金の支払日
１月就業
２月１５日（水）
２月就業
３月１５日（水）
分
３月就業
４月１４日（金）
分
分
はつらつ館・入会希望者説明会の日程
２月１４日（火）
３月１４日（火）

新入会員です！よろしくお願いします
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認知症サポーター養成講座(まだの方は受講して下さい)
～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。
「会員全員サポーター」を目指しています。
●日程：２月１６日（木）
●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
(総合事業研修を受講される方は、その中にこの講座がありますので受講不要です)

市民公開【シルバーチャレンジ講座】障子・網戸張替講座
●日時：２月１６日（木）・１７日（金）
9：30～15：30（受付 9：15）
●場所：シルバー作業所（業平町 6-19・2 号線沿）
●費用：材料費(2 日分)2,000 円(当日徴収)
●持物：小型カッターナイフ ●定員：先着１０名
●申込み：電話受付（３２－１４１４）
●〆切：2 月 10 日(金) ＊原則 2 日間参加のこと。

市民公開介護予防講座「健康コミュニケーション麻雀」

講師養成講座・説明会のご案内
●日時：２月２１日（火） ①１０：００～１１：３０ ②１３：３０～１５：００
●場所：はつらつ館 中会議室
●対象：芦屋市内在住の概ね６０歳以上で健康コミュニケーション麻雀教室の講師を目指す方
●申込：事務所カウンターの「説明会申込書」に記入してください

【出張入会説明会】を実施します
●日時：２月１０日（金）1０：00～1１：30
●場所：打出地区集会所（大東町 17-3）
＊大東町・南宮町・浜町等にお住いのお知り合いの方に是非お勧めください！

企画委員会

【介護予防・日常生活支援総合事業】従事者研修が始まりました
昨年末から周知していました芦屋市総合事業従事者研修の第１回目が実施されました。
４６人が参加、２日にわたり１１時間の研修を修了しました。来年度は、福祉の担い手としての新たなスタ
ートの年になります。あと２回実施（２月と３月）しますので、総合事業の就業希望者は必ず受講してくださ
い。(詳細は１２月号に掲載)
自立支援、老化や疾
② １日目 制度理解・高齢者 ２月２４日(金) ２日目
２月２５日(土)
③ １日目

の尊厳の保持等、
合計５．５時間

３月２９日(水)

２日目

＊いずれも９：１５～１６：１５(昼休憩１時間)です。
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病について等、
合計５．５時間

３月３０日(木)

＊２日間（１１時間）の受講が必要です。

