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会員数
１，０８４名
（男６１８名･女４６６名）
（６月末現在）

３０周年記念事業

シルバー オン ステージ

出演者募集
日時：平成２９年９月９日(土)
場所：市民センター別館 音楽室
４月号でお知らせした「演芸大会」を、「シルバーオンステージ」と改め、出演
者を募集します。歌、踊り、楽器演奏、手品等など、１組１０分程度。
個人でもグループでも、シルバー会員の方が一人でも参加していれば、他
の方が会員でなくてもＯＫです。日頃の鍛錬の成果を、是非、この機会にご披
露ください。
●申込方法：事務局に置いている申込用紙に記入
●申込締切：８月１０日(金)
＊当日ＤＶＤ撮影をします。グループ毎に作成しますので、合せてお申込み下
さい。（ＤＶＤ１枚５００円）
＊開始時間については、出演者数、リハーサル時間の都合で、決定しますの
で、当日は終日(１０～１６時)予定を空けておいてください。
３０周年記念事業部会

ＭＡＮパワーチーム換気扇掃除の無料モニター募集!!
ＭＡＮパワーチームでは、前年度に引き続きシルバー会員で換気扇掃除の研修場所としてご自宅を提供して
下さる方を募集することとなりました。換気扇のレンジフード（羽タイプでないもの）をＭＡＮパワーチームの会
員が無料でお掃除させていただきます。是非、ＭＡＮパワーチームのスキルアップにご協力ください！！
※お問合せ・申込み＝事務局までお電話下さい（家事援助担当：今井・箱﨑）
※先着１０名 ＊作業は８～１０月の予定

●第２回 地域支援委員会（６月２７日）
・認知症サポーター養成講座について
・家事援助講習会の日程について
・地域ニーズの研究について
・保育所ボランティアについて
・火災警報器の電池取替業務について
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前期会員研修バスツアー
第９回３０周年記念事業部会
兵シ協事務局長会議（北田常務・白井次長）
第２回安全委員会
阪神ブロック会議（理事長・北田常務）
第３回広報委員会
入会説明会
第２回企画委員会
安全パトロール
兵シ協定時総会
第５回記念事業実行委員会
第３回事業運営部会
第９回３０周年広報・記念誌部会
近シ協定時総会
新入会員オリエンテーション
第１回適正就業推進委員会
安全運転管理者等講習（羽渕主査）
第９回３０周年総務・式典部会
地区懇談会（阪神東地区）
第２回地域支援委員会

６月の安全パトロール

６月１４日、向井委員長、永井・冨岡・木山委員の
４名が除草現場の４か所を巡回。安全への注意を喚
起しました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間は事故ゼロでした。是非とも今後も継続し
ましょう。とにかく安全第一でお願いいたします。

第１回兵シ協安全適正就業推進委員会（北田常務）

29
30

清掃講習会
事務局会議

無事故達成日数
傷害事故
７２日
賠償事故
３７日（７月３日現在）

事業運営部会
●第３回 （６月１６日）
・平成２９年度定時総会について
・平成３０年度定時総会について

☆平成２９年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

安全委員会

あわてず あせらず 深呼吸

●第２回 （６月９日）
・安全就業強化月間の取組について
・委員会だよりの発行について
・安全推進大会の開催について
・会員アンケートへの回答について

☆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
☆全シ協 全国統一スローガン（H29 年度～H31 年度）

事故防止､急ぐな､あせるな､気を抜くな

適正就業推進委員会
●第１回 （６月２１日）
・会員就業規程・適正就業基準の周知及び推進について
・就業相談箱の周知と活用について
・就業率向上に関する検討について

専門委員会

地域班世話人交代のお知らせ
阪急西地区 大橋健一会員⇒吉田照子会員

予告 調理補助講習会
上部団体兵シ協主催の講習会が９月に芦屋
で開催されます。７日間と長期ですが、当市で
開催され受講料も無料ですので、調理に興味の
ある方は是非予定を調整し受講してください。
●日程：９/６・７・８・１１・１３・１４・１５
●時間：１０：００～１５：００
●定員：１５名 ●募集期間：７/２０～８/２５
（申込書は当センターにあります）

●第３回 広報委員会（６月１２日）
・はつらつ芦屋第２４号について
●第２回 企画委員会（６月１４日）
・会員の拡大について
・市民対象講習会の実施について
・会員スキルアップ講習会について
・就業機会創出について
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適正就業推進委員会からアンケート結果について
当委員会に会員アンケートを通じて様々な貴重なご意見をいただきました。
その内容の多くは大きく次のようなものでした。
① 当委員会が設置されていることを知らない
② 適正就業基準があることの周知が十分でない
③ 委員会活動の内容が良くわからない
そのほか、「適正就業」について十分に理解が得られていないことがうかがえる内容も多く、当委員会
はそれらのご意見を踏まえ、この６月に開催された第１回適正就業推進委員会において、今後更な
る周知徹底に向けた第一歩として次のとおり取り組んでいきます。
① 就業紹介時の就業内容や条件について、必ず書面により会員へ提示するよう、改めて事務局へ周
知徹底を提言する
② 会員就業規程・適正就業基準を正しく理解してもらえるよう事務局だより等を通じて周知を図る
「会員就業規程」「適正就業基準」については、定時総会でお配りする議案書に掲載しています。特に
「会員就業規程」では「個人情報保護」に関しても触れておりますので改めて確認して下さい。また、
議案書をお持ちでない方、「会員就業規程」「適正就業基準」が必要という方がおられましたら、事務
局にお越しいただければお渡ししますので、ぜひご確認いただきますようお願いします。
また、就業相談箱をセンター入口に設置しておりますので、ご相談のある方はそちらもご利用ください。

安全委員会からアンケート結果について
この度のアンケート結果において、当委員会の活動がまだまだ認知されていないことがうかがえまし
た。全国で発生する重篤事故の約９割が屋外での高所作業や就業途上の交通事故によるものである
ため、これまで主に屋外作業に重点をおいて活動してきました。
今回のご意見を受けて、これからは家事援助等に代表される屋内で就業される方々へも安全意識
が広がるよう、清掃講習会や家事援助講習会等を通じて周知を図るなど、安全意識向上に向けた取り
組みを工夫・改善していきます。

会員対象！未受講の方は
出来るだけ受講して下さい！

認知症サポーター養成講座
～サポーターのやさしさがなぜ必要か？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家族を温かく見守る応援者
のことです。地域支援委員会では、シルバー会員みんなが認知症サポーターになってもらいたいと願
い、今年度も講座を開催します。多くのご参加を期待しています！申し込みは、事務局まで
●日 時 ：７/２５（火）１１/２９（水）・２/２７（火）１３：３０～１５：３０
●場 所 ：はつらつ館 大会議室 ●講 師 ：あじさいの会代表 安宅桂子氏

安全就業を考える ― 男性も女性も共に考えましょう！
『家事援助サービス就業会員意見交換会』
ヒヤリ、ハットしたことが就業中に起こったことはありませんか？ それが重なれば事故につながります。事故
をおこさないために皆さんで安全に就業することを考えましょう。下記のとおり、意見交換会を行います。
マンパワーの男性会員、家事援助サービスの女性会員が共に考えるために、是非ご参加ください。
●日時：７月１９日（水）１０：００～１２：００ ●場所：はつらつ館 大会議室
ＭＡＮパワーチーム推進会
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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）
時間等
週２回
午前４時間
週３日程度
6：00～10：30
日～土(ローテ)
１日４時間
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
8/1～22 の月木

8：00～11：00
月か火で月２
10：00～12：00
月・木・金
8：00～10：00
木（月４）
午前１時間
火
8：30～10：00
火・金
9：00～10：30
月４回木曜
午前１時間
日・祝
19：00～22：00

募集人数

１名

月～土(週 4)
8：30～11：30

火～日(ﾛｰﾃ)
7：00～10：00

週１回
３時間
週 2～3
３時間
週１回
３時間
週１回
1 時間
月水金
午前 3 時間
月２回
２時間
週２～３回
４時間
週 2 回水・土
午前２時間
週１(相談)
１１～１４：00

１名

お仕事の紹介（派遣）

１名

時間等

１名

月～土(週３)
8：00～10：00
15：00～17：30
金+他２日
8：15～10：45
15：15～16：30

１名
１名

募集人数

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

１名

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
７月２６日
８月３０日
９月２７日
１０月２５日

１名
１名

配分金の支払日

１名

６月就業
７月就業

１名
１名

７月１４日（金）
８月１５日（火）

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
７月１１日（火）

１名

８月８日（火）

日～土(週３)
7：30～15：00
17：00～20：00

１名

各１名

新入会員です！よろしくお願いします

１名
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
１名
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夏限定！ゆかた着付け教室

清掃講習会を開催しました

ゆかたの着付けと帯の結び方
～基本からアレンジまで～
花火&祭りに是非ゆかたで！お知り合いにもお声
掛け下さい。
●日時：7/27・8/10・8/24(木)
10～12 時・13～15 時
●料金：1 回 2 時間 1,500 円

６月２９日午後、中会議室にて初級の清掃講習
会を実施しました。
就業時における安全対策などの座学と意見交
換。実際の用具を使用しての基本的な作業方法、
作業時の注意点などについて講習を行いました。

★夏休み★こども将棋教室★
今話題の将棋を習ってみませんか！当センターの
会員がご指導します！(３回シリーズ)
7/25（火） ・将棋の歴史・ルール・簡単詰将棋
8/１（火） ・勝敗の付け方・対局
８/８（火）

・対局試合
●対象：小学生 ●10：00～12：00（9：45 受付）
（経験者は２日目から参加可）
●定員：各日１０名 ●申込：事務局に電話
参加費無料！保護者の見学大歓迎！
無 料

ｉＰａｄで楽しく学ぼう！

夏休みＫｉｄｓプログラミングスクール
文科省では未来のＩＴ人材に向け、２０２０年から
小学校(全学年)でＩＴプログラム教育が実施されま
す。ＩＴ才能を早い時期から育てるアニメ、ゲーム作
りのプログラミングをｉＰａｄで楽しく学びませんか。低
学年もわかりやすく学べます。(文科省プログラミン
グ教材使用)
◆対象：小学生(低学年もＯＫ)
◆定員：各コース５名
◆開催日時：7/26・28 10：00～12：00
◆場所：はつらつ館 ◆申込：電話（先着順）

刃 物 研 ぎ

センターのイメージアップにご協力を！
プランター（白）と花苗募集！
当センターの建物周辺スペースを活用し、花
緑化を推進していますが、まだまだスペースがあ
ります。プランター（白色のみ）、花苗を無償で提
供して下さる方がありましたら、事務局までご連絡
下さい。またボランティアとしてご協力いただける
方も募集中です。
企画委員会

会員研修バスツアー
６月２日、和歌山
県・紀州東照宮
に行ってきまし
た。１０８段の階
段はなかなかき
つかった～。
「はつらつ芦屋
２３号」に詳しく
掲載しております
ので、ご覧ください！

衣類のお直し、りフォームいたします!!

●打出商店街「まごのて」
７月１２日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
７月２０日（木）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ７月２６日（水）

日時：７月１０・２４日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

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

網戸・ふすま・障子、張替えます！

(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
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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！

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

会員対象 各種講座等のおしらせ
芦やん小町 「お 手 玉 の 会」
お知らせ
シルバーオンステージ
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）⇒７月２０日
てんてんてんまりてんてまり～♪
昔から親しまれているお手玉遊び、色々な楽しみ方があります。
えっ、こんなに楽しかった？こんなに笑えた？こんなに頭を使った？
こんなに身体を使った？まずは一度覗いてみて下さい。男性参加も OK です。

出演予定！
（9/9（土）
舞台に上がって一緒に
楽しくお手玉で
踊りましょう！

会員のための健康体操講座
●日程：７/５・１９（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

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 ： ７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
７月２２日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土）
映画「ミセスダウト」
●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

7/1・15、8/5・19（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

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：７/１３・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！

「はつらつ写真館」

●日程：７/４・１８、８/１・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：８月３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
●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。）

パ ソ コ ン 講 座
◆パソコン講座＝募集各講座 10 名
①デジカメ入門 8／7・21・28（月)
②ワード入門 8／7・21・28（月)
③メールを使う 8／4・18・25（金)
時間①③10:00～12:00 ②13:30～15:30
受講料①〜③3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）

◆個人教室＝募集人員 各日 5 名
8/9・23・30（水) 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 各 2,500 円
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申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

親睦＆交流のための「会員同好会」
親睦を深め交流の場としてお楽しみください。会員どなたでも参加できます。
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
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
アンサンブル
同好会
（♪ど～れ♪）

お知らせ・コメントなど・・・

6 月 21 日のウエストワンズカントリー倶楽部でのプレーが、悪天候により残念ながら中止致しまし
た。早い時期での開催をとの要請もありましたが、7・8 月の酷暑の中でのプレーは避け、例年通り
9 月に開催いたします。 但しゴルフ場の都合もあり、今回は 9 月 6 日(水)に同様にウエストワンズ
倶楽部にて開催いたします。 詳細は 8 月に掲載しますがお申込みは何時でもご連絡をお待ち
しています。
向井

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館２階作業室 ★見学自由
月例会：毎月第１水曜日 13：30～
はつらつ館中会議室
問合せ： 黒住

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しています。
写真を持ち寄り、映写して楽しんでいます。
気楽に覗いてください。見学自由。
初心者歓迎

毎月第２・４木曜日 13：00～16：00
楽しく絵を描いています。例会へ見学に
７月１３日・２７日はつらつ館中会議室 お越しください。お待ちしています！
７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、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！

奇数月の第２火曜日 13：00～開催
7 月は 11 日（火） はつらつ館中会議室
（会員は鑑賞自由）

映画を観て語り合い感動を分かち合います。
上映作品：【隠し剣 鬼の爪】2004 年日本映画
監督：山田洋次

出演：永瀬正敏、松たか子

７月１０日（月） /13：00～15：00
初めての方大歓迎！１ゲームおよそ３，０００
歩程度の運動量です。“ＮＨＫがってん”でも
●ラポックスホール（入口は西側）
ボケ防止にも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）
毎月第２・４土曜日 はつらつ館
月 2 回の健康麻雀をも皆で楽しんでいます。
７月８日（土）9：00～１２：00 ７月２２日(土)13：00～16：00 女性大歓迎！
女性会連絡先・・・河内眞喜子

・・・小林 教子

７月９日(日) 13：30～15：00
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

“こうしたらいいのに“（仕組みと制度）・
“こんなのあればいいのに”（便利グッズ）

予告・8 月発表会のご案内 （7 月の定例会は 18 日です。13・22・23・29 号室）
8 月 20 日(日)12～16 時 ミュージックサロンＱＵＥＳＴＩＯＮ（東山町 1-18-101）
同好会活動
会費：1.500 円（軽食・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ・おつまみ付） 先着 20 名程度
ＰＲのため写真撮影します！岡垣 巻野
７月１３日・２７日 9：30～12：00
その日のメンバー で対戦します。
はつらつ館２階 中会議室
今ブームになっている【将棋】を体験して
～～見学自由です。～～
みませんか？ぜひ覗いてみてください。
毎月第１土曜 14：00～16：00
弦楽器・管楽器・鍵盤楽器等など何でも
場所：はつらつ館（西側出入口使用） OK！楽しく一緒に演奏しませんか～♪
上記ほかに他所で月１回練習あり。
～＊問合せ：入部
毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
（作業室１又は２）
♪５月に立ち上がったばかりです♪

ウクレレ同好会
はつらつ館
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
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ウクレレ弾こうよ！日本語ハワイ語何でも
歌おう！音符なんて読めなくてもＯＫ！
見学だけでもＯＫ！見に来てください。

阪神東地区：地区懇談会を開催しました！
地区交流会改め【地区懇談会】として、今年度第１回目、
まずは阪神東地区が集いました。５９名中１２名の出席で、出
席率は２０％と良くありませんが、話の内容は大変充実してい
ました。
今回は昨年度に続き２回目なので、簡単な自己紹介のあ
と、地域単位でできることについて意見交換がおこなわれ、そ
の結果、集まる機会を増やしていこう！ということになり、まず
は、 【健康＆集い】として、公園で体操をすることになりました。
春日公園で、８月６日(日)６時１５分集合！ 懇談会には参加できなかった方も健康寿命を延ばすた
めにも早起きして、是非顔なじみになりましょう！
７月は２地区開催します！
７月２２日(土)＝浜西地区（呉川町・竹園町・平田町・伊勢町・浜芦屋町・松浜町）
７月２９日(土)＝ＪＲ東地区（翠ヶ丘町・親王塚町・楠町）

高齢者の生活を総合的に支える知識と知恵を学ぶ

シニアライフ ・ トータルサポート講座
知って安心 『 老後の生活 』 “想い”を伝えて 『 家族の笑顔！』

☆ 何もしない、ハッキリ しないが『トラブル』の火種
「我が家は大丈夫！」と思っていませんか・・・
ご自身の『気掛かりなこと』や『家族に伝えたい』ことの棚卸を一緒に考えて見ませんか？
☆「エンディングノート」と「自筆証書遺言書」の書き方について相続診断士が分かりやすく解
説する講座です。

日 時

７月８日(土) １０時～１１時３０分

場 所

芦屋市シルバー人材センター はつらつ館

参加費

５００円

申込み

☎３２-１４１４（芦屋市シルバー人材センター）

次回予告 ９月９日(土) こころ豊かなくらしと健康
主催 ：シニアライフ ・ トータルサポートグループ

今月は以下のものが同封されています。
●はつらつ芦屋２４号 ●安全委員会だより ●安全標語短冊 ●熱中症を予防しましょう
●『会員作品展』募集要項
●『会員の声』募集用紙
●映画割引チラシ
★浜西地区・ＪＲ東地区の方へは懇談会ご案内★
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