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（４月末現在）

平成２９年度定時総会開催します！
～今年は会場がいつもと違いますのでご注意！～
平成２９年度定時総会を下記の日程で開催します。総会は、会員全員をも
って組織される会議であり、最高必須の意思決定機関です。就業と重ならな
い方は、できる限り出席できるように日程調整をお願いします。出欠の回答
を同封のハガキで、５月１９日までに必ずご返信下さい。切手は不要です。

平成２９年５月３１日（水）１３：１５ ～
芦屋市保健福祉センター３階多目的ホール→
＊開会の１５分前には受付を済ませるようお願いいたします。

総会の受付は地域班ごとになります！
地域班名
①
阪急地域
赤
②
ＪＲ地域
桃
③
阪神地域
橙
④
浜地域
黄

町 名
朝日ヶ丘町、岩園町、三条町、西山町、
山芦屋町、東山町、東芦屋町、山手町
翠ヶ丘町、親王塚町、楠町、大原町、船戸町、
松ノ内町、月若町、西芦屋町、三条南町、
上宮川町、業平町、前田町、清水町
春日町、打出町、打出小槌町、若宮町、
宮塚町、茶屋之町、大桝町、公光町、宮川町、
精道町、川西町、津知町、平田北町
南宮町、大東町、浜町、西蔵町、呉川町、
伊勢町、竹園町、浜芦屋町、松浜町、平田町

地域班名
⑤
海浜地域
緑

町 名
新浜町、浜風町、高浜町、
若葉町、緑町、潮見町

⑥ 南芦屋浜
水 地域

陽光町、南浜町、海洋町、
涼風町

⑦
奥山地域
紫

奥池町、奥池南町、奥山、
六麓荘町

出欠ハガキは必ずご返送下さい!!!
（5/19 締切）

総会終了後には講演会を開催します！
ルナホールが休館中のため、今年の会場は保健福祉センターとなって
おり、そのため懇親会に代わって、第２部として講演会を開催します。

講演題目：「わが人生説法～美しく、燃えて生きたく候～」
なかにし げんれい

総本山永観堂禅林寺管長 中西玄禮氏
中西氏は１９４１年姫路市のお生まれで、１９８１年浄土宗西山禅林寺派大覚寺の
第４２代住職となられました。「ミニミニ法話」と称し三分間テレフォンサービスによる
人生相談にも応じ、家族問題を始め、人間関係や病気の悩みなど、さまざまな苦難
をわが身の問題としてとらえ、その解決への道筋や生き方などを説かれ、この取組
みからＮＴＴテレフォンサービス・コンクールで最優秀賞を２度にわたり受賞。また、
新聞・雑誌等多くの執筆活動も行っておられます。２０１０年２月に総本山永観堂禅林寺管長に就任され、講師
としても人生と仏の道を説き続け、多くの人の心に深い感動を呼ぶと好評。明日に生きる勇気を与える宗教家
としてご活躍されています。

●第１回 会員活動委員会（４月１４日）
・前期会員研修バスツアーについて
・年間実施計画について
・平成２８年度事業報告について
・同好会の要領等の制定について
●第１回 広報委員会（４月２４日）
・年間スケジュールについて
・はつらつ芦屋第２４号について
●第１回 地域支援委員会（４月２７日）
・平成２９年度活動計画について

４ 月 活 動 実 績
4
11
12
14
17
18
21
24
25
27
28

第７回３０周年記念事業部会
女性部会意見交換会
入会説明会
第１回企画委員会
第１回安全委員会
第１回会員活動委員会
第７回３０周年広報・記念誌部会
新入会員オリエンテーション
第４回記念事業実行委員会
第１回事業運営部会
第１回広報委員会
平成２８年度決算監査
第１回地域支援委員会
第７回３０周年総務・式典部会
第１回理事会
事務局会議

理

事

地域班・世話人の交代と増員
●阪急西地区(東芦屋・山手) 杉山康雄⇒大橋健一
●海浜西（若葉町 1～5） 増員 中家 明子
世話人は合計４１人となります。詳細は定時総
会議案書に記載します。

会

●第１回 （４月２８日）
・平成２８年度収支補正予算（第２号）について
・平成２９年度定時総会の開催について
・平成２８年度事業報告について
・平成２８年度収支決算報告・監査報告について
・被表彰者の決定について
・中期事業計画の進捗状況検証の報告について
・設立３０周年記念式典表彰基準に基づく
被表彰者の決定について

４月の安全パトロール
４月４日、向井委員長、永井・菅原委員の３名が
剪定・清掃現場の３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１回 （４月２１日）
・各委員会報告ほか
・安全健康講習会について
・芦屋市ＳＣ定例合同会議について
・自治会連合会三役との協議について
・平成２８年度事業実績の速報について
・介護予防・日常生活支援総合事業について

～～事故ゼロ運動～～
今期間は就業中の骨折事故が１件ありました。
危険はいつもどこかに潜んでいます。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
１６日
賠償事故 １４６日（５月８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１回 企画委員会（４月１２日）
・平成２９年度事業計画内容について
●第１回 安全委員会（４月１４日）
・年間スケジュールについて
・平成２９年度安全標語の選定について
・安全推進大会の開催について

安全は 心のゆとり 思いやり
☆兵シ協安全就業スローガン（H29 年度～H31 年度

危ないぞ 言える勇気と 聞く心
☆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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前期会員研修バスツアーのご案内

今回の研修ツアーは和歌山方面です。古くより「権現さん」の愛称
で親しまれ国の重要文化財としても指定されている徳川家ゆかりの
神社・紀州東照宮と、医薬の神様・少彦名命が祭られた淡嶋神社に参
拝。海と山に挟まれた自然豊かな加太温泉は美人の湯で知られ、し
っとりぬめりのあるお湯が美肌効果をもたらすそうです。是非一緒に
楽しい一日を過ごしましょう。ご参加お待ちしています。
●実 施 日
６月２日（金）
●行 き 先
和歌山県・加太温泉
●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 ９０名
●申込受付
５月１５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＝＝紀の川ＳＡ＝＝和歌山ＩＣ＝＝紀州東照宮（参拝）＝＝淡嶋神社（参拝）＝＝
8：00 発
9：10
9：25
9：30 10：00
10：40 11：20
11：40
加太温泉（昼食・入浴）＝＝＝黒潮市場（買物）＝＝海南ＩＣ＝＝紀の川ＳＡ（休憩・買物）＝＝芦屋
11：45
14：00 12：30
15：30 15：45
16：00
16：20 17：30

平成 29 年度 年会費受付中
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。

今回の事務局だよりは、以下のものが
同封されていますのでご確認下さい。
●定時総会案内
●出欠ハガキ（委任状）
●平成２９年度決算報告概要
●会員研修バスツアー申込書

地区懇談会開催日のお知らせ
今年度は、交流会から懇談会と呼び名を変え、６月から順次開催します。原則土曜日の午後１時半開始。
前回参加された方はもちろん、欠席した方は是非ご参加ください。開催が近づきましたら、該当地区の方へ案
内状を送付しますので、必ず出欠の返事をお願いします。
対象地区
阪神東地区

町 名

開催日

春日・打出・打出小槌・若宮

６月２４日(土)

浜西地区

呉川・竹園・平田・伊勢・浜芦屋町・松浜

７月２２日(土)

ＪＲ東地区

翠ヶ丘・親王塚・楠

７月２９日(土)

阪急東地区

朝日ヶ丘・岩園・六麓荘

８月２６日(土)

浜・西蔵

９月２３日(土)

浜中地区
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月２回火曜
午前１時間
週１(相談)
１１～１４：00
週１回木曜
午前２時間
週２～３回
7：00～9：00
17：30～20：30

お仕事の紹介（請負・委任）
場所

業務

時間等
週３日程度
8：00～12：00
（6/1～9/15）
週３日程度
6：00～10：30
月～土(週 4)
16：30～19：45
月～日(ローテ)
8：00～12：00
日～土(ローテ)
8：30～13：30
週３～４日
8：00～12：00
日～月
10：00～14：00
14：00～18：00
7/3・6、8/1～
22 の月木
８時～３時間程
火
8：30～10：00
火・金
9：00～10：30
日～金
9：00～16：00
土 9：00～13：00
火曜
２時間
月４回木曜
午前１時間
週２回
午前１時間
土・祝
11：00～14：00

日・祝
19：00～22：00

募集人数

３名
１名
２名

１名
１名
１名
１名

１名

★事務局内にも随時掲示していますので、
ご来局下さい。

１名

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！
５月２４日
６月２８日
７月２６日
８月３０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

配分金の支払日

１名

４月就業
５月就業
分
６月就業

２名

５月１８日（木）
６月１５日（木）
７月１４日（金）

２名

はつらつ館・入会希望者説明会の日程

１名

５月９日（火）

１名

６月１３日（火）
７月１１日（火）

１名
１名

新入会員です！よろしくお願いします

日～土(週３)
7：30～15：00
17：00～20：00

月～土(週 4)
8：30～11：30

週１回
３時間
水・金
３時間
月２回
２時間
月２回
２時間
月・水・金
午前１時間
月１回
2 時間
週２～３回
４時間

各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
１名
１名
１名
１名
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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：５/１７、６/７・２１（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 入門 6/5・12・19・26(月)
②エクセル中級 6/7・14・21(水)
③タブレット入門 6/9・16・23（金）
募集：各 10 名
時間①〜③10:00～12:00
受講料①4 回 2,500 円②③3 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

個人教室 6/5・12・19・26(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
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

芦やん小町 「お 手 玉 の 会」 会員どなたでも参加ＯＫ！
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 ： ５月２３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
ワンコインイングリッシュ

らくらくイングリッシュ

英語で楽しむ映画とポップス
５月２７日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土）
映画「ミセスダウト」2/3 回
●受講料：５００円＋テキスト代 50 円

中学英語で気楽に楽しむ英会話

着 付 教 室

5/6・20、6/3・17（土）10:00～12：00
（原則毎月第第１・３土曜日）

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

書 道 教 室

●日 程：５/１１・２５（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！

「はつらつ写真館」

●日程：５/２・１６、６/６・２０（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。）
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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

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
第４６回 ASG 会 皆さまのご参加をお待ちしています。(募集２４名)
日時：６月２１日(水) ウエストワンズカントリークラブ ８時４９分スタート
プレー費７，２００円(昼食費込・免税７00 円あり) 参加費：１，０００円
４月度ＡＳＧ会結果/優勝・森光雄 ２位・川下益夫 ３位・平松靖隆
連絡先：向井 小幡

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

歩こう会
（通算４１回目）
アンサンブル同好会

（♪ ど～れ ♪）

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
５月は １７日(水) 13：30～
はつらつ館 ２階中会議室
問合せ：黒住
毎月第２・４木曜日 13：00～16：00
５月１１・２５日 はつらつ館中会議室

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。

５月１４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！

～～第５回写真展開催します！～～
●６/８(木)～6/14(水) 10：00～17：00
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

１１日(木)は屋外スケッチの予定です。
楽しく、若返る会です！

映画を観て語り合い感動の時間を分か 上映日：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） 上映作品：藤沢周平原作：山田洋次監督
はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） 邦画：「隠し剣 鬼の爪」 2004 年 松竹作品

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
５月１３日（土） 9：00～１２：00
５月２０日(土) 13：00～16：00
５月１４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

４月から開催曜日が変わっています。
５月８日（月）です。場所は同じです。
お待ちしています。初めての方歓迎！
４月８日のクラブ大会【はつらつ杯】結果
優勝：境 幸男 （参加は２０名でした）
第２位：宮本昭二 第３位：柴田秀次
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

初めての方でも大丈夫！会員であれば
５月１６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・１３・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。
５月１１日・２５日 9：30～12：00
はつらつ館２階 中会議室

その日のメンバーで対戦しています。見学
自由。初心者歓迎！覗いてみてください。

４月８日(土)、５か月ぶりに（通算４１回目）実施した明石公園花見＆魚棚散策に
１３名が参加。桜の下でのお弁当、魚棚散策に卵焼きも頂き楽しみました。(報告)
●毎月第１土曜 14：00～16：00
●場所：はつらつ館（西側出入口使用）
上記ほかに、他所で月１回練習あり。

４月から活動開始したばかりです。
会員募集中！初心者歓迎！見学歓迎！
＊問合せ：入部

～♪またまた新しく～１５番目の同好会が立ち上がりました！～♪～♪～
初例会：５月１７日(水) 13：30～

ウクレレ同好会 はつらつ館２階作業室
♪AGB ﾊﾜｲｱﾝｽ♪ﾞ

～お待ちしています！！～
-6-

ウクレレ弾こうよ！音符なんか読めなくて
OK！歌は日本語・ハワイ語なんでも歌い
ます。 ピピン！ときたら是非入会を♪♪

衣類のお直し、りフォーム
いたします!!

刃 物 研 ぎ

日時：５月８・２２日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

●打出商店街「まごのて」
５月１０日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
５月１８日（木）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ５月２４日（水）

網戸・ふすま・障子、
張替えます！

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

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！

(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)

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

傾聴グループ「はつらつコール」新規生募集！！
「傾聴」をお仕事にしませんか？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

情報提供

エルホーム芦屋の地域見守りサービス

こんなことはないですか？
★ひとり暮らしなので最近不安に思っている・・・
★家族が遠方で安否が心配・・・
★なにかの時に相談する人がいない・・・
対象の方
概ね６５歳以上の高齢者で、介護保険の認定をうけておられない方のうち、見守りを希望される方
サービス内容
★見守り・・・あらかじめ決めた日に定期的に訪問し安否の確認をします。
★相談援助・・・生活や介護に関する相談をお聞きし適切なサービスにつなげます
★緊急時・・・緊急時には１１９番・ご家族・緊急連絡先への連絡を行います。
対象地域
宮川小学校区・打出浜小学校区
利 用 料
１カ月につき基本料１０００円（税別）・見守りケイタイ貸し出し１０００円（税別）

問合せ先：エルホーム芦屋 ０７９７-３５-８３４１
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設立３０周年記念事業のお知らせ
記念式典
開催日時が決定しました！また、アトラクションのゲストにフリーアナウンサー角淳一氏をお招きす
る予定です。 まだまだ先ですが、予定に入れておいてください！

●日時：平成２９年１１月１９日(日)１３時から ●場所：芦屋ルナホール

会員作品展
記念事業のひとつとして、１１月に「会員作品展」を実施することを企画しております。皆さまの力作
をぜひ多くの方に見て頂くようたくさんの応募を期待しております。作品の対象は下記を予定しており
ますが、詳細は今後の事務局だよりなどで逐次お知らせいたします。
日本画 水彩画 油絵 書 写真 掛軸 置物 陶芸 ステンドグラス
工芸 パネル 小物 人形 絵手紙 パッチワーク キルト
など

●日時：１１月１８～２０日（最終日は１２時迄） ●場所：市民センター301・302

演芸発表会
４月の事務局だよりでご意向をお聞きしました演芸会ですが、いくつかの出演希望の申し出が寄せ
られ、日程が決定しました。参加グループに会員が一人いれば出演可能です。出演者の数を把握し
たいので、参加希望者は事務局までご連絡ください。募集の詳細は今後の事務局だよりでお知らせ
いたします。

●日時：９月９日（土） ●場所：市民センター公民館音楽室

３０周年キャンペーン用【ロゴマーク】決定！
３月の事務局だよりで募集した「ロゴマーク」ですが、４月１７日に開催さ
れた広報・記念誌部会で選考され、谷田 透会員の作品に決定しました。
今後、封筒等の印刷物ほか様々な場面で使用されることになりま
した。
５月２日当センター剪定班の皆さんがボランティア
ではつらつ館周りの
植栽を剪定して下さ
いました。
事務所周りがすっき
り！ありがとうござ
いました！

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

センターのイメージアップにご協力を！（はつらつ館周辺の花緑化）
当センターの建物周辺スペースを活用し、花緑化を行いイメージアップにつなげようということで、芦屋
市と協議し、兵庫県が実施する「緑化資材提供事業」を受けることになりました。プランターの設置や花苗
の植え込み、今後の定期的な手入れ等、ボランティアとしてご協力いただける方を募ります。実際の作業
は６月中旬からになる予定です。詳細につきましては来月の事務局だよりに掲載いたします。
企画委員会
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