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会員数
１，１１８名
（男６３５名･女４８３名）
（１１月末現在）

記念式典 が盛大に開催されました

オープニングは県立芦屋高等学校吹奏楽部の演奏

１１月１９日（日）晴天の中開催された記念式典に
は、会員、来賓、一般市民等約５００名が集い、芦
屋市民センター大ホール（ルナホール）は多くの参
加者で埋め尽くされました。
県立芦屋高等学校吹奏楽部の演奏によるオープ
ニングに始まり、最古参の宮本允子会員が開会を
宣言。理事長の挨拶に続き、永年センターをご利用
されている発注者様、会報「はつらつ芦屋」の創刊
に尽力された笹部成雄会員、設立当時から現在ま
で永年に渡りセンターの発展に貢献された３つの職
群班（「はつらつ工房」「除草班」「剪定班」）への表
彰が行われました。

山中市長を始めご来賓の方々からのご祝辞、祝電披露、そして、センターか
ら芦屋市への記念樹の寄付の目録が送られました。（宮塚公園が整備されるに
あたってアーモンドの木を植樹する予定です。）
プログラム最後には、実行委員会で制作した、動画による「３０年の歩み」が大
スクリーンに投影されました。在籍期間の長い会員にとっては懐かしい場面があ
ったり、また新しい会員にはセンターの歴史を知っていただけるような２０分間の
上映でした。式典の最後は、永井伸一総務・式典部会長の閉会の言葉で第１
手話と手品を交えた山中市長のご祝辞
部が閉式となりました。
第２部は、パーソナリティとしてお馴染みの角 淳一さんによる講演会。「笑
って、楽しく 生きていく」と題し、ご自分の経験談等を交え会場を笑い渦に巻
き込み、あっという間の ８０分でした。
最後のお楽しみとして、特等賞４万円の旅行券を始め、３０周年賞、ラッキ
ー賞等８４本の賞品が準備された抽選会に、参加会員は自分の名前を呼ば
れないかとドキドキ、ハラハラの時を過ごされました。当選された方おめでとう
ございます！（特等：實藤会員 １等：後藤会員 ２等：関井会員 ３等：亀田会員）
イベントの最後は大内副理事長の言葉で締めくくられ、無事終了しました。
角 淳一氏の楽しい講演

山村理事長のあいさつ

大内副理事長の
閉会のことば

設立３０周年記念事業実行委員の皆さん

開場はたくさんの会員・市民でいっぱいに

はつらつ工房・除草班・剪定班の表彰
発注者へ感謝状

会員作品展 （詳細は「はつらつ芦屋２５号」に掲載します）

特等の實藤会員にインタビュー

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(木)まで、新年は１月４日(木)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５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。
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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。

１１ 月 活 動 実 績

芦屋こどもフェスティバルに参加

第９回３０周年事業実行委員会
第５回女性部会
事務講習会（労働保険）（羽渕主査）
第６回会員活動委員会
第１回総務部会
宮塚町自治会親睦交流会（北田常務）
入会説明会
16
事務局会議
17
第３回理事会
第８回事業運営部会
17～20 会員作品展
19
設立３０周年記念式典
20
第１４回広報・記念誌部会
21
新入会員オリエンテーション
簿記研修会（羽渕主査・今井）
7
8
9
10
12
14

25
27

１１月１８日福祉センターでこどもフェスティバル
が開催され、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１０人がボランティア参加。おも
ちゃ作りのコーナーは大人気でした。

地区懇談会（陽光・南芦屋浜地区）

第７回広報委員会

｢健康・生活アンケート｣未提出の方へ

理 事 会

一旦締め切りましたが、１２月１２日迄に届けて頂
けた場合、データ送付に間に合いますので、可能
な方はご提出ください。（現在７０７名提出済）

●第３回 （１１月１７日）
・事務局職員の採用について

総務部会
１１月の安全パトロール

●第１回 （１１月１２日）
・事務局職員の採用について

事業運営部会
●第８回 （１１月１７日）
・各委員会からの報告
・総合事業・小町カフェ事業について
・新たな教室の開講について（絵画教室）

専門委員会
●第６回 会員活動委員会（１１月１０日）
・後期会員研修ツアーについて
●第６回 広報委員会（１１月２７日）
・はつらつ芦屋２５号について

１１月２１日、向井委員長、永井・梶谷・菅原委員
の４名が剪定・除草６か所の現場巡回。安全への注
意を喚起しました。

☆平成２９年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

あわてず あせらず 深呼吸

～～事故ゼロ運動～～

☆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
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今期間はようやく事故ゼロ。ぜひとも、続いていく
よう皆さん、くれぐれも安全に！

無事故達成日数
傷害事故
４３日
賠償事故 １４４日（１２月４日現在）

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（水）

緑保育所

緑町２－４

10：00～11：30

伝承遊び・将棋・お手玉

１月１６日（火）

打出保育所

宮川町４－１０

10：00～11：30

室内遊び（折り紙・将棋・お手玉など）

１月１８日(木）

精道保育所

精道町９－１６

10：00～11：00

手づくりおもちゃで交流

１月２２日（月）

新浜保育所

新浜町１-１

10：00～11：30

伝承遊び（正月遊び・コマ回しなど）

１月２４日（水）

大東保育所

新浜町８－１

10：00～11：00

伝承遊び・将棋

２月１日（金）

岩園保育所

岩園町２－１８

9：30～11：00

豆まきの鬼になってほしい

「芦屋市ひとり一役活動推進事業」をご存知ですか？
シルバーパワーをボランティア活動に活かしてみませんか。「ひとり一役活動推進事業」とは、介護保険施設
等や高齢者の居宅におけるボランティア活動（ひとり一役活動）を行なう方をひとり一役ワーカーとして登録し、
活動実績に応じてポイントを付与、たまったポイントを換金（年間上限 5,000 円）することができる、というもので
す。この事業について芦屋市と芦屋市社会福祉協議会からの説明会が下記のとおり開催されます。たくさんの
ご参加をお願いいたします。
●日時 ： １２月６日（水）１０：００～１１：３０
●場所 ： はつらつ館２階 大会議室
●内容 ： 事業の仕組み（活動内容・ポイント制等）の説明
＊事務局受付カウンターで、申し込みください。
地域支援委員会

オープンガーデンに参加します！
センターのイメージアップを図るため、はつらつ館を花でいっぱいにしよ
うと企画委員会が発信。これに応えて、数名の会員がボランティアで事務所
の周りにきれいな花を植えて下さっています。このたび、芦屋市の「オープ
ンガーデン」に初参加。実はこのお花鉢である文字が描かれています。
皆さん読みに来て下さいね～。
企画委員会

予告！後期会員研修バスツアー
設立３０周年の記念として今回は、グルメツアーを企画。何と！『淡
路島 ３年トラフグ会席』を食べに行きます！参加費はいつもより高く
なりますが、今回だけはちょっと張り込んで、是非ご参加ください。
この豪華メニューに白子がプラス！ 個人鍋で仕上げは雑炊です。
詳細は１月号に掲載しますので、お楽しみに！

会員活動委員会

芦屋市シルバー人材センター女性の会

第４回「芦やん小町」女性の集いのお誘い
１月２０日(土)市民センターで３０１・３０２号室で、近畿中央ヤクルト販売㈱の諏訪真理氏をお招きし、
「健康の秘訣は健やかな腸から」と題してのセミナーや、茶話会、抽選会を行います。
申込締切は１月１０日（水）、お電話でも結構です。参加資格は芦屋市在住の６０歳以上の女性。会員
でなくてもＯＫ。是非姉妹、お友達を誘ってご参加くださいね！（お知り合い参加の場合は、その方のお名
前、年齢、居住町名をお知らせください。） ＊同封の“芦やん小町通信№４”に詳細を掲載しています。
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会員対象 各種講座等のおしらせ
芦やん小町「お手玉の会」 １２月はお休みです！
会員のための健康体操講座 息を吐いて、吐いてのストレッチと簡単な筋トレ
●日程：１２/６・２０（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 ： １２月２６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
らくらく・ワンコイン合同レッスン

らくらくイングリッシュ

１２月２日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土）

中学英語で気楽に楽しむ英会話

Pop's＆DVD

１２/１６（土）10:00～12：00

●受講料：５００円＋テキスト代 50 円

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

パ ソ コ ン 講 座
◆パソコン講座＝募集各講座 10 名
（教材費別）
①インターネットで遊ぶ 2018.1／15・22・29（月)
②ワード入門 2018.1／12・19・26（金)
時 間 ①②10:00～12:00
受講料 ①②3 回 2,000 円（会員特典）
●場所：シルバー人材センター はつらつ館

◆個人教室＝募集人員 各日 5 名
①タブレット・スマホ 2018.1/15・22・29（月)
②個人教室 2018.1/10・17・24・31（水)
完全マンツーマン方式・パソコン、タブレット、スマホ持参可

受講料 各日 2 時間 各 2,500 円
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：１２/１４・２８（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」

●１２/５・１９、１/１６・３０（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：１２月７日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催） ●場所：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。）

新規 Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室）
アメリカのニューヨーク市にあるホイットニー美術館で絵のインストラクターをしていた会員講師による、
小学生のための絵画教室です。世界の巨匠やアーティストのコンセプトと描き方をやさしく解説します。楽しく
ユニークな作品を制作しましょう！
●日時： 12/6・20、1/17・31、2/7・21、3/7・28（水） 16：00～17：00
●費用：３０００円（月２回・材料費込） ●場所：はつらつ館 ●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４
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親睦＆交流のための「会員同好会」
初めてのかたでも気軽にご参加ください。楽しみながら仲間づくりを・・・
（青字は館外活動）

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

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
第４８回ＡＳＧ会ゴルフコンペは１１月１５日（水）に愛宕原ゴルフ倶楽部において盛大に
開催されました。（ 優勝：井手さん 準優勝：箱崎さん ３位：下島さん ）
このコンペをもって２９年度は終了です。平成３０年は４月１８日（水）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ＯＫ！
はつらつ館２階作業室
★見学自由
その日のメンバーで対戦しています。
毎月第１水曜日・13：30～
はつらつ館 ２階中会議室 ★見学自由

カメラ愛好会です。一緒に楽しみましょう！
問合せ：黒住

毎月第２・４木曜日・13：０0～16：00
はつらつ館 ２階中会議室

自由な画材でおしゃべりしながら楽しく絵を描
いています。一緒に描きませんか！

１2 月 17 日(日) 10：00～11：30
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

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。

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！
上映予定：１月９日（火）13：00～16：00
１９５８年ミュージカル映画『南太平洋』

皆で一緒に映画を観て語り合います。
はつらつ館中会議室（当日直接受付）

12 月 1１日（月）13：00～15：00
初めての方大歓迎！１ゲームおよそ 3,000
●ラポックスホールＪＲ南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階 歩程度の運動量です。介護予防効果あり！
12 月 9 日（土）9：00～12：00
１２月 23 日(土)13：00～16：00

２３日は祝日ですが、開催します。
今年最後のゲームを楽しみましょう！

１2 月 1７日(日) 13：30～15：00
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室

皆で意見を出し合って話し合う同好会です
「こうしたらいいのに～」等提案の場です

定例会は、１２月１９日(火 )13：00～カラオケ「パティオ」（打出町３－３０/38-1122）
会費：５００円（希望者は１９時まで延長可・無料）
予告 １月新年発表会：平成３０年１月１６日(火) 13～17 時の予定
開催場所：ライブカフェ・イージェイ（茶屋ノ町１－１、第一ブラウンビル２階/78-8789）
会費：2,000 円 （軽食・お茶付。 但し、飲物・つまみは各自自己責任で持込み可）
集合時間場所：12：45 はつらつ館中会議室 受付開始：１２月１１日より （先着２０名）
～～連絡先：世話人岡垣 巻野 まで～～
１2 月１4 日(木) 9：30～12：00
＊今月は１回。はつらつ館２階中会議室

１年の締めの対局をお楽しみください。
初心者歓迎します。覗いて見てください。

アンサンブル同好会 第１土曜１４～１６時はつらつ館大会議室 さあ、楽器演奏で楽しい音楽を！
第３火曜 10～12 時 （市内別会場）
問合せ：入部
（♪ど～れ♪）
ウクレレ同好会 毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
ベテランから初心者まで楽しく歌って♪
演奏して楽しんでいます！～見学ＯＫ～
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） はつらつ館 （作業室１又は２）
ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ １２月１３日（水）13：30～15：30
ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を楽しみませんか！

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ

はつらつ館２階 作業室

新たな同好会です。是非お会いしましょう。

＊会員同好会は、仲間を集い立ち上げる自主的活動です。活動は全て、会員自身の自己責任に
おいて行われるものです。
（シルバー保険対象外です。
）
＊新たな同好会を立ち上げたい場合、最低３人の世話人が必要です。申請書類等があります。
詳しくは事務局にお問い合わせください。
＊土曜日の出入口は、はつらつ館西側駐車場側のドアになります。
（北側は閉鎖しています。
）
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週１(相談)
１１～１４：00
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３～４日
8：00～12：00
月
9：00～11：00
月～金
8：30～11：30
月２回水（第２4）
9：00～10：00
木（月４）
午前１時間
火・金
9：00～10：00
水
１回１.5 時間
火・金
9：00～10：30
月・水・金
8：00～11：00
月・火・水・木・土
8：00～9：00
週１回
１時間
月～土
7：00～18：00 の
うち時間は相談

火・土
17：00～20：00

週１回（水か金）
午前３時間
週１回
３時間
金
午後３時間
月
14：00～16：00
週３～４日
２～３時間
月・金
2 時間
金
１時間
月・木
午前３時間
月水金
午前 3 時間
週１回
午後 2～3 時間
月・木
午前３時間
金
午前３時間
火・金
午後３時間
水
17：30～20：30

募集人数

１名

１名
１名

１名

201７会員手帳が届いてます！

１名

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。在庫もありますので、
ご希望の方は先着順で販売いたします。

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！
１２月２０日
１月３１日
２月２８日
３月２８日

１名
１名

配分金の支払日

１名

１１月就業
１２月就業
１月就業

１名
１名

１２月１５日（金）
１月１８日（木）
２月１５日（木）

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
１名

１２月１２日（火）
１月９日（火）
２月１３日（火）

１名
１名

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）

１名

●打出商店街「まごのて」
１２月１３（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） １２月２０日（水）
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

１名
１名

新入会員です！よろしくお願いします

１名
３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

- 7-

小町Ｃａｆé ピザトースト始めました！
会員や地域の市民の方々の憩い場、交流の場に
なればいいなと開店した「小町カフェ」
。
１０月オープン以来、少しずつ認知されご来店者も増えてきていますが、
まだまだご存知ない方もおられます。有機の美味しいコーヒーにトース
ト・サラダがついた「小町セット」も人気です。このたびピザトーストを
メニューに加えましたので、是非ご来店ください。

営業時間は月～金曜日の９：００～１６：００

３０周年の記念品、まだもらっておられない会員は
事務局まで取りに来て下さい！
設立３０周年の記念として、全会員に記念品をお渡ししています。式典を欠席され
た方は事務局でお受け取りください。ペンやメガネ差しにもできるキューブデスクスタ
ンド。年月日、時間、アラーム、温度、タイマーなど多機能時計となっています。
できれば年内にお受け取り頂きますようお願い致します。

南芦屋浜地区懇談会に参加して
渡辺 徳廣（会員番号 2171）
参加者は７９名中僅か８名（１０％）という寂しさで、
私が知っている顔は一人だけ。敬遠する理由の多く
は、行ってもしょうが無いと思っているのかなぁ。正
直わかりません。隣近所が疎遠な世の中で、シル
バーの仲間として挨拶する仲にはなれないのかな
ぁ。来月から第１日曜の午後２時～４時の間、南芦
屋浜の足湯に浸かりながら顔見知りを作る「足湯作
戦」を実施する事が決定。１２月３日、１月７日と続
き、１年は継続します。ちょっと覗いてね。

地区懇談会開催日のお知らせ
該当地区の方には、別紙案内状を同封しておりますので、必ず出欠の返事をお願いします！
対象地区

町 名

開催日

阪急西・奥山

三条・西山・山芦屋・東山・東芦屋・山手・
奥山・奥池・奥池南・六麓荘

１２月１６日(土)
会員活動委員会

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

１２月１１・２５日（月）9：00～11：30
＊原則は毎月第２・第４月曜

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、忙しい貴方に代わっ
て芦屋霊園内のお墓清掃を承ります
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