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会員数
１，０９２名
（男６３３名･女４５９名）
（３月末現在）

平成２９年度・３０周年の幕開けです！！
感謝 きずな 飛躍 ～地域と共に～
平成２９年度は当センター設立３０年の節目を迎える記念の年です。記念事業の企画も
着々と進んでいます。今年度が実りある素晴らしい年となり、一層地域に愛される存在になれ
るよう、会員の皆様の積極的なご参加、ご協力をお願いいたします。

「演芸大会」開催にあたっての事前調査
これまで「作品展」は開催されていますが、演芸の発表の場がありませんでした。３０周
年記念事業の一つとして日頃の練習の成果を発表する場の「演芸大会」を開催したいと
考えております。初めての試みですので、どれ位の方が参加して下さるか予測が付きま
せん。せっかく企画しても、参加者が少なければ開催が実現できないこともありますの
で、事前に皆様のご意向をお伺いいたします。
開催は、９月の土曜日を予定しています。歌、踊り、楽器演奏、手品等々、個人や、グルー
プでもシルバーの会員の方がお一人でも参加されていれば他の方が会員でなくても出
演ＯＫです。参加してもよいとお考えの方は事務局までご連絡ください。
●締 切：４月２０日（木） ３０周年記念事業 記念事業部会

３０周年キャンペーン用の「ロゴ」と「イラスト」を下記のとおり募集します。封筒等の印
刷物ほか様々な場面で使用したいと思います。応募者には粗品を進呈いたします。
●募集内容 ： 「ロゴ」・「イラスト」････３０周年にふさわしく、統一テーマに沿ったもの
●締
切 ： 平成２９年４月１４日（金）
３０周年記念事業 広報・記念誌部会

定 時 総 会
平成２９年５月３１日（水）午後１時１５分～
芦屋保健センター３階多目的ホール
（芦屋市呉川町１４番９号）

★ルナホール改修のため会場が昨年と違っておりますのでお気を付け
下さい。詳細は来月ご案内いたします。出来る限り日程を調整しご出席
くださるようお願いします。
★このたびは、３月理事会で決定した平成２９年度事業計画及び予算を別紙にてお知らせします。

３月の安全パトロール
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阪神ブロック会議（北田常務）
地区交流会（海浜西）
第６回３０周年記念事業部会
第６回女性会員拡大推進会
第７回会員活動委員会
第６回３０周年広報・記念誌部会
入会説明会
第６回理事会・事業運営部会
新入会員オリエンテーション
兵シ協第４回理事会（理事長）
第６回３０周年総務・式典部会
派遣事業実務担当者会議(宮内主査)
芦屋市合同定例会議
地区交流会（阪神西）
第１２回広報委員会
事務局会議
③-1 介護予防総合事業従事者研修
③-2 介護予防総合事業従事者研修

理

事

３月１０日、向井
委員長、渡辺・西ケ
花委員の３名が剪
定・除草現場の３か
所を巡回。安全へ
の注意を喚起しまし
た。

～～事故ゼロ運動～～
今期間は事故ゼロでした。いかなる時も事故の
無いよう気をひきしめて、安全就業して下さるよう
お願いいたします。

無事故達成日数
傷害事故
４４日
賠償事故 １１１日（４月３日現在）

会

●第６回 （３月１７日）
・平成２９年度事業計画について
・平成２９年度収支予算について
・平成２９年度資金及び設備投資の見込みについて

☆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

事業運営部会

見逃すな ヒヤリで済んだ あの経験

●第１１回 （３月１７日）
・各委員会報告ほか
・３０周年記念事業について

～～事務局職員の紹介～～

専門委員会
●第７回 会員活動委員会（３月１０日）
・平成２８年度実施報告について
・次年度事業計画について
●第１１回 広報委員会（３月２７日）
・はつらつ芦屋第２４号について

地域班・世話人の交代と増員
平成２９年度は世話人４０人で、毎月事務局だより
をお届けします。
●阪急西地区(東芦屋・山手) 村田 仁⇒杉山 康雄
●浜地区(南宮２分割)
小西 秀夫 ⇒ 寺濱 博子 ・ 吉田三治
●阪急西地区(岩園２分割) 増員 有川 宏徳
★５月の地域班活動日（事務局だより配布）は、
第２週目の５月８日です。
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氏 名
役職及び担当
北 田 惠 三
常務理事兼事務局長
白 井 晶 子
事務局次長
羽 渕 祐 子
事務局主査（経理総務）
宮 内 大 輔
事務局主査（業務）
今 井 裕 子
渉外（家庭関係）
太 田 由 美
〃
箱 﨑 千 佳
〃
大 谷 哲 司
渉外（企業関係）
中 澤
優
〃
稲 村
篤
渉外（屋外作業）
柴 野
賢
渉外（配布）
林 美 稚 子
事務補助
川 島 玲 子
〃
赤川 俊雄(市派遣) 総務・渉外（公共関係・配布）
今年度も何卒よろしくお願い致します。

地区交流会のご報告
平成２７年１０月から、会員活動委員会が中心となって「地区交流会」が始まりました。近くに住みなが
ら、同じシルバー会員でありながら、顔を合わせたことのない会員があまりにも多く、親睦のために企画し
たものでした。初めての試みのため、会員皆さんへの周知、ご理解を得ることが難しいこともありましたが、
１年以上かけて実施した結果を報告すると共に、２９年度も第２巡目を企画しますので、是非ご参加くださ
い。今回はテーマを決めての意見交換等もしたいと考えています。
平成２８年度 地区交流会開催状況
地区名

対象会員

出席者数

参加率

H27.10.31 阪神東地区

55

20

36.4%

H28.2.27 浜西地区

92

17

18.5%

H28.4.23 JR 東地区

73

24

32.9%

H28.6.25 阪急東地区

86

21

24.4%

H28.8.20 浜中地区

58

12

20.7%

H28.9.17 浜東地区

120

18

15.0%

H28.10.22 陽光地区・南芦屋浜地区

72

15

20.8%

H28.11.26 阪急西地区・奥山地区・奥池地区

89

9

10.1%

H28.12.17 JR 西地区

90

10

11.1%

H29.2.4 海浜東地区

141

14

9.9%

H29.3.4 海浜西地区

112

12

10.7%

H29.3.25 阪神西地区

67

14

20.9%

1055

186

17.6%

合

計

海浜西地区

海浜西地区：西田 茂（会員番号 2756）
３月４日（土）１１地区目となる「地区交流
会」（若葉・緑・潮見）が開催され、１２名の
会員と会員活動委員５名が集いました。
自己紹介では出身地、趣味、シルバーで
の就業状況などの披露があり、共通の趣味
や同郷の方を発見したりと和やかな時間を
過ごしました。
会員で無ければ出会う事も無かっただろ
う人達と「「地区交流会」を通じて連帯感を
持つ事ができ、共に頑張っ
ていきたいと思いを新たに
しました。

阪神西地区

阪神西地区：木村素久（会員番号 2624）
３月２５日に開催された阪神西地区の地区交流会に
参加しました。会員数６７名のうち１４名の参加で、人数
的には少し寂しい感の中、終始和やかな雰囲気で参加
者全員の自己紹介をお聞きして、いろいろと感じること
がありました。
食材で「はしり」「旬」「なごり」がある様に、シルバー世
代もそれぞれの年齢で「はしり」「旬」「なごり」があると思
います。私はシルバー入会満２年の「はしり」の段階です
が、「旬」の方々、「なごり」の方々の多様な趣味、生活
習慣、人生観やセンターの利用方法は今後の日常生
活を見直すいい発奮材料となりました。次回も参加した
いと思います。
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●会員アンケート：広報委員会へのご意見・要望への回答
この度は会員アンケートにて「はつらつ芦屋」と「ホームページ」についての貴重なご意見ありがとうござ
います。いただいたご意見について広報委員会で検討いたしました。
会報「はつらつ芦屋」について
・就業業務の具体的な内容や経験談の希望が多くありましたので、次号から「ワークアラカルト」（就業紹
介）を充実させます。
・「芦屋のグルメ」へはマスコミで取り上げられている評判の店、シルバー向けの和食店などの希望があり
ましたので心がけます。
・会員の趣味や特技、顔写真付き紹介、若き日の勇姿などのご希望は会員の了解を得た上で「元気の
秘訣」の中で紹介します。
・他に同好会の活動、他のシルバーセンター紹介、地域班会員紹介などの掲載希望もいただいています。
ページ数に限りがありますが、今後検討していきます。なお就業上での経験や技、趣味や特技など皆様
からの投稿を、また推薦いただければ取材をいたしますので宜しくお願い申し上げます。
ホームページについて
前回の調査と同様に今回の調査でも４分の３の会員がホームページをみたことがない、女性は８割見
ていないという結果でした。あることを知らない会員も４割弱おられました。是非一度、「芦屋市シルバー」
と検索してみてください！
ホームページへの要望としては以下のようなご意見がありましたので回答いたします。
「とても良くなった」、「タイムリーでない」、「もう少し内容を充実したらよい」等の感想が殆どでしたが、中に
以下のようなご要望がありましたので回答致します。
Ｑ１．会員の広場を設けてほしい
Ａ１．会員専用のページを作りたいが、個人情報やパスワード管理等の問題があり現状ではページ作成
に至っておりません。
Ｑ２．動画をもっと取り入れてほしい
Ａ２．現在のところホームページサーバの容量の問題もありページに貼り付けは困難な状況、サーバー
が変われば検討する。他のシルバー人材センターの一部で「YOU TUBE」を活用して仕事の内容な
どを紹介しているケースがあるので、これらも参考にしたい。
Ｑ３．講習会の申し込みをできるようにして欲しい
Ａ３．個人情報、PC を持たない会員間など公平性を考慮すると無理と思われます。
Ｑ４．就業報告書やお仕事の内容をパソコンで処理できないか
Ａ４．会員専用のページが必要であり、個人情報、PC を持たない会員間など公平性を考慮するとやはり
無理と思われます。今のところ紙ベースの「事務局だより」を主に考えていただきたい。
以上貴重なご提案ご意見ありがとうございました、今後とも会員及び市民等ホームページをご覧いた
だく方々に活動内容がわかりやすくなるよう改善に努めてまいります。
広報委員会

前期会員研修バスツアーのお知らせ
６月２日(金)に実施決定！これまでの参加者アンケートで要望の多かった和歌山方面を企画中
です。詳細は５月の事務局だよりでご案内します。申込みは５月１０日から開始。観光やお買物、
豪華会席＆温泉などお得に楽しめます。是非ご参加ください。
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お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
月～日
10：30～13：30
土・日・祝
13：00～16：00
月～日（ローテ）
8：00～10：00
17：00～22：00
火～金
13：30～17：30

水・金
8：50～15：50
月～金
8：30～12：00
火曜
２時間
土・祝
11：00～14：00

日・祝
19：00～22：00

平成 29 年度 年会費受付開始！

募集人数

１名
各1名
各1名

キッズサポート“まつぼっくり”

３名

４月１日から料金が改定されます！

１名

●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⇒７００円
＊事前予約必要(当日受付は１１時迄)

１名
１名
１名
１名

刃 物 研 ぎ

日～土(週３)
7：30～15：00
17：00～20：00

月～日(ローテ)
8：00～12：00
週３～４日
8：00～12：00
日～月
10：00～14：00
14：00～18：00
週１回
３時間
週１回
３時間
月２回
２時間
月１回
2 時間
週２～３回
４時間
週１(相談)
１１～１４：00

年会費は会費規程により当該年度の５月
末日までに納入しなければなりません。まだ
の方はできるだけ早く納入をお願いします。
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。

各１名

●打出商店街「まごのて」
４月１２日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ４月２６日（水）

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
１名

(阪急以南・臨港線以北)
引取り研ぎ料金：１本８００円
★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積)

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！
４月２６日
５月２４日
６月２８日
７月２６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

配分金の支払日

★事務局内にも随時掲示していますので、
ご来局下さい。

３月就業
４月就業
分
５月就業
分

はつらつ芦屋２４号原稿募集!
最終ページに「はつらつギャラリー」というコーナー
に「私のお宝」を掲載しませんか？
「想い出の○○」、「珍品？」「私のべっぴんさん」
「自慢のひと品」など、ジャンルは問いません。コメ
ントをつけて写真とともに事務局にお寄せください。
お待ちしております！
広報委員会
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４月１４日（金）
５月１８日（木）
６月１５日（木）

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
４月１１日（火）
５月９日（火）
６月１３日（火）

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：４/５・１９、５/１７、６/５・２１（水）１４：００～１５：３０
●講師： 三谷千尋会員
●費用 ：３００円/１回

来月のパソコン講座（会員の割引価格）
①ワード中級 5/8・15・22(月)
②エクセル入門 5/10・17・24(水)
③デジカメ写真 5/12・19・26（金）
募集：各 10 名
時間①13:30〜15:30 ②③10:00～12:00
受講料各 3 回 2,000 円（教材費別）
●場所：シルバー人材センター はつらつ館

●場所： はつらつ館２階 大会議室
●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの

個人教室 5/8・15・22(月)
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 2,500 円 各日 5 名
●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
芦やん小町【お手玉の会】を一緒に楽しみましょう！月に１回（第３木曜
日１３：３０～１５：００／大会議室）お手玉練習会を実施しています。昔遊
びの継承も目的としていますが、とにかく脳の活性
化＝認知症予防にもつながります。身体も頭も使
い、“笑い”ありで、健康にもなります。一度覗いて
みてください。お手玉の会は男性参加も OK です。

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 ： ４月２５日（火）13：30～
●場所 ： はつらつ館

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
●日時： 4/1・15、5/6・20（土）

４月２２日（土）10:00～12：00
英語ｄｅポピュラーソング ＋
映画「ミセスダウト」①＋ＦｒｅｅＴａｌｋｉｎｇＴｉｍｅ
●受講料 ： ５００円＋テキスト代 50 円

10：00～12：00
●受講料：１回５００円＋教材費 50 円

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：４/１３・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

●日程：４/４・１８、５/２・１６（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：６月８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。）
-6-

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・・・
５月新緑、プレーには最高の季節がやってまいりました。
第４５回 ASG 会を開催いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
日時：５月１７日(水) 有馬富士カンツリークラブ ９時２２分スタート
プレー費７，５００円(昼食費込) ＊７０歳以上免税６00 円
尚、４月１９日(水)コンペは参加者２４名(６組)満杯にて締切りました。
多数のご参加申込みありがとうございます。向井 小幡 津川

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
ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
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

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。
カメラ愛好会です。見学に来てください！
問合せ：黒住

毎月第２・４木曜日 13：00～16：00 絵は楽しく描くことが一番。自由に思いのま
４月１３日２７日はつらつ館中会議室 ま描いてみませんか！お待ちしています。
４月９日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
毎月第３火曜日 9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室

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お立ち寄りください。
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！

映画を観て語り合い感動の時間を分か
次回は５月９日（火）13：00～16：00
ち合います（奇数月の第２火曜日開催）
上映予定：藤沢周平原作：「隠し剣 鬼の爪」
はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由）

毎月第２月曜日/13：00～15：00
●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）
毎月第２・４土曜日 はつらつ館
４月 ８日（土） 9：00～１６：00
４月２２日(土) 13：00～16：00
４月９日(日) 13：30～15：00
(毎月第２日曜日) ＊自由参加

開催の 【曜日が変更】 となりました。
次回は ４月１０日（月）です。
場所は同じです。 お待ちしています！
４月８日は、【はつらつ杯】春の大会です。
参加者は少し早めにお越しください。
～皆でなごやかに楽しんでいます！～
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

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
初めての方でも大丈夫！会員であれば
４月１８日（火）参加費：500 円
13：00～16：00 ●ジャンカラ芦屋
どなたでも参加 OK！当日、現地受付で、
（№１１・２３・３０号室を予約しています） 「ひばりクラブ」とお伝えください。

４月１３日・２７日 9：30～12：00
はつらつ館２階 中会議室

４月８日(土) ９:３０集合(時間厳守)
集合場所： はつらつ館西側駐車場
雨天決行
解散１４時頃
（通算４１回目）
５ヶ月ぶりの実施です （幹事：榎本 090-5650-2424）

歩こう会

新しい方も来られて対戦も新鮮です！！
初心者歓迎。ご一緒に楽しみませんか？

～明石公園の桜と魚棚散策～
10：00JR 芦屋駅～明石公園内で昼食＆散策
魚棚ウロウロ
お買物等など
明石卵焼も美味！

～♪～♪～ 新しく １４番目の同好会が立ち上がりました！～♪～♪～
２月の呼びかけに数名が集まり、この 今は、バイオリン・フルート・クラリネットが集

アンサンブル
たび新たに活動を開始します。
まりました。鍵盤楽器、弦楽器何でも OK！
同好会
●毎月第１土曜 14：00～16：00
楽しく一緒に演奏しませんか ～♪♪♪～
（♪ ど～れ ♪） ●場所：はつらつ館（西側出入口使用）
＊問合せ：入部
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新入会員です！よろしくお願いします

衣類のお直し、りフォーム
いたします!!
日時：４月１０・２４日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

退会会員です。長い間ありがとうございました

網戸・ふすま・障子、
張替えます！
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！

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

やさしい傾聴講座
家族・友人・近所の方々との関係は「きき方」で
良好になります。仕事にも役立ちます。
人の話に耳を傾ける力を学ぶ講座です。
●開催日：４/５・１９、５/１７、６/７・２１
（原則毎月第１，３水曜）
●時 間：１０：００～１２：００
●場 所：はつらつ館 ２階 大会議室
●費 用：全５回３，０００円（前納）

第２９回「芦屋さくらまつり」に参加！

健康コミュニケーション麻雀

４月１日、２日と残念ながら桜はまだつぼみのま
までしたが、第２９回「芦屋さくらまつり」が開催され
ました。当センターも「はつらつ工房」「花こもの」
「夢きらら」「ジャポニカ製作チーム」が手作り作品
を展示販売しました。土曜日は肌寒くお店番の
会員は大変でしたが、日曜は好天気となり人出も
多く売れ行きも上々でした。

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）
●開催日： 4/12・26、5/10・24、
6/14・28、7/12・26（原則第 2・4 水）
●時 間：１３：３０～１５：００
●場 所：はつらつ館 ２階 大会議室
●費 用：全８回４０００円（前納・テキスト代含む）
●締 切：４月７日

傾聴グループ「はつらつコール」新規生募集！！
人の話に耳を傾ける力を学び、そしてその傾聴力を仕事としているグループです。平成 29 年度のメンバー
を募集いたします。下記の要領で説明会を行います。どちらか 1 日の説明会にご参加頂ければ結構です。
申込用紙は事務所カウンターに設置しております。大勢の方のご参加お待ちいたしております。
① 平成 29 年 5 月 24 日（水） 午前 10：00～12：00 大会議室
② 平成 29 年 5 月 26 日（金） 午後 1：30～ 3：30 大会議室
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