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１，１３０名
（男 643 名･女 487 名）
（２月末現在）

今年度も保育所ボランティアへ行ってきました！
平成１９年の設立２０周年から始まった、「保育所ボランティア」も１０年目を迎えました。
１月１０月から２月１日まで、芦屋市内公立保育所へ３１名の会員が手作りおもちゃを持参して交流して
いました。各保育所での様子をご覧ください。
お手玉

あやとり

将棋

こままわし

けん玉

紙トンボ

豆まきの鬼

羽根つき

きんぎょすくい

子どもたちからは、お礼に元気な歌
をいただき、「ありがとう」「シルバーさ
んまた来てね～」と、可愛い声で見送
られました。参加会員も元気パワーを
頂き感謝！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『大震災が起きた街』という紙芝居を持参して、同じく公立保育所
６か所へ行きました。

この紙芝居ボランティアの様子を、今年の震災の記事として１月１５日付の毎日新聞に掲載されました。

●第９回 広報委員会（２月２６日）
・会報「はつらつ芦屋」２６号について
●第６回 地域支援委員会（２月２７日）
・芦屋市消費者生活センター講習会について
・次年度事業計画について

２ 月 活 動 実 績
1～2
5
7
9
13
14
15
16
19
20

役職員先進ＳＣ視察研修
健保・年金事務調査
出張入会説明会（竹園集会所）
隣接ＳＣ広域連絡理事長会議
第６回安全委員会
入会説明会
第６回企画委員会
第５回適正就業推進委員会
第１１回事業運営部会

２月の安全パトロール

第１７回３０周年記念事業広報・記念誌部会

新入会員オリエンテーション
健康講座
視察来訪（佐世保市ＳＣ）
21
阪神ブロック職員研修会（大谷・森川）
21～22 福祉・家事援助サービス講習会
26
第９回広報委員会
27
第６回地域支援委員会
認知症サポーター講習会
28
事務局会議

事業運営部会
●第１１回 （２月１６日）
・各委員会からの報告
・３０周年記念事業 DVD について
・役員の改選に係る基準等の改正について
・センター隣接事業所の管理及び使用に関する
規程（案）について
・小町カフェの運営要綱（案）について
・女性の会設置運営要綱（案）について

安全委員会

１月２４日、向井委員長、梶谷委員、大谷職員の
３名が剪定・除草・カフェの現場５か所を巡回。安全
への注意を喚起しました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間は家事援助サービス業務での賠償事故
が１件ありました。皆さん、くれぐれもご安全に！

無事故達成日数
傷害事故 １３３日
賠償事故
５７日（３月５日現在）
☆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

定時総会日時決定！

●第６回（２月９日）
・安全就業推進大会の開催について
・平成３０年度事業計画について
・安全パトロールについて
・第４８号安全委員会だよりの発行について

平成３０年度総会開催日が決まりました。
５月３０日（水）午後１時１５分から、ルナ・ホールで
開催されます。総会への出席は会員としての義務
でもあります。是非予定をあけておいてください。

専門委員会
●第６回 企画委員会（２月１４日）
・出張入会説明会について
・会員による会員拡大月間（１～２月）について
・御意見箱の設置について
・次年度事業計画について
●第５回 適正就業推進委員会（２月１５日）
・次年度事業計画及び委員会開催日程について
・長期就業者の周知について
・就業相談箱の周知・活用について
・体調自己申告表の仕様検討について
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平成３０年度 年会費受付中！
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。（２４００円）

退会手続きについて
平成３０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です。

今年度会費未納の方が数名････
今年度会費が未納の方は、３月末で退会とさせて
いただきます。ご了承ください。

各委員会の委員を募集します！
シルバー人材センターは会員主体の自主的運営を基本としています。事業の理念は「自主・自立、共働・共助」。
会員の一人ひとりが組織を支え、運営は会員の総意によって行われることとなります。
このたび、３月末日の委員任期満了に伴い、下記の各委員会の委員を募集します。新たにセンター運営にご協
力いただける方、ご応募お待ちしております。自薦、他薦を問いません。
●適正就業推進委員会
●安全委員会
会員の仕事の提供及び就業の現状に関し
１名
て、シルバー事業として適正であるかを判断
します。また、就業に関することやセンター
の適正就業基準の検討、会員の就業相談を受付けます。

何よりも大切な｢安全｣。センターの安全体制
の整備、安全対策の企画及び実施を担当し
ます。安全委員会だよりの発行、安全パトロ
ールも委員が担当します。

●企画委員会

●会員活動委員会

会員増強、就業開拓等、センターの要となる
事業拡大に関する事項を協議する委員会で
す。あなたの企画能力を活かしませんか！

就業以外の会員活動を応援する委員会で
す。バスツアーなど会員の親睦活動を企画。
楽しいことが大好きな方、是非仲間入りを！

２名

１名

１名

●地域支援委員会

●広報委員会
会報「はつらつ芦屋」や、広報紙「しるば～たいむず」の編集を始
め、ホームページやチラシづくりなど、センターの広報を一手に
引き受けています。
今回募集無し

芦屋という地域のニーズに応えるセンターを
目指し様々な事業発信をします。子育て支
援、高齢者支援はもちろん、地域に密着した
事業について意見を出し合います。

１名

会員対象 各種講座等のおしらせ
❤「高齢者の消費者トラブルと地域での見守り方」講習会❤
高齢者は悪徳業者から狙われやすく、被害が急増。最近の手口も巧妙になってきています。そこで、芦屋
市消費者センターから講師をお招きし、最近よくあるトラブルと地域でどのように見守りしていけばよいかという
講習会を開催します。たくさんの会員の参加をお願いします。（地域支援委員会主催）
●日時：３月１２日（月）13：30～15：00
●場所：はつらつ館大会議室

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：３/７（水）・２２（木）１３：３０～１５：３０ ●場所： はつらつ館２階 大会議室 又は 中会議室
●講師： 三谷千尋会員（1199）
●費用 ：３００円/回
●持ち物等 ： 飲み水

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 ： ３月２７日（火）１３：３０～
●場所 ： はつらつ館内

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）⇒３月１５日
お手玉は一人でも出来ます。更に！皆で一緒にすると楽しみが増えます。
む～すんで～ひ～らいて～♪♪ 歌いながらお手玉をやってみよう！

むすんで

ひらいて

手を打って むすんで 又ひらいて 手を打って その手を頭に

歌に合わせて、両手を思い切り結んだり開いたりするだけでも十分健康にいいですよ。男性参加もＯＫです。
- 3 -

平成２９年度 役職員先進シルバー視察研修に参加して
監事 阿守 三男
２月１日、坂井市シルバー人材センター（福井県）、２月２日、長浜市シルバー人材センター（滋賀県）の
２シルバー人材センターの視察研修に参加しました。
今回大雪の心配がありましたが、幸いにも晴天に恵まれ無事に２シルバー人材センターでの有意義な
研修が出来ました。
（２シルバー人材センターの基本情報）
人 口
会員数 （内女性） （内男性）
事 業 高
芦屋市 SC
９５７４０人
１０９２人
（４５９）
（６３３）
４６９百万円
坂井市 SC
９３６１６人
１１４１人
（４３０）
（４３０）
６２１百万円
長浜市 SC
１１９９５７人
１５７７人
（７１７）
（８６０）
６６４百万円
（参考 坂井市 SC 平成１８年４町合併、長浜市 SC 平成１８年１市２町・２２年１市６町合併）
研修内容で特に参考になった各ＳＣの活動をご報告させていただきます。
第１日目 坂井市シルバー人材センター
＊独自事業・・・・リサイクルショップ（～和（なごみ）～）H２３年９月開始
事業内容・・・・・家庭で眠っている良質な不要品を集め、リサイクル品として委託販売を行う。（国庫補助
金も活用・・企画提案方式事業）
就業会員数・・・３名（２名ずつのローテーシヨン）
就業日時・・・・毎週 月・水・金曜日 １０時～１４時まで
実 績・・・・・・H２６年度 ￥８２１,１３５ H２７年度 ￥８２７,５７１ H２９年度 ￥８５６,６９４
来客数・・・・・２８年度 ３,０９８人 （1 ヶ月 ２５８人）
シルバー人材センター事務所の建物内にリサイクルショップ展示場があり、一般市民も委託販売可能
（一般市民は売上額の６０％を依頼者に還元・依頼者がシルバー会員の場合は７０％の還元）。
１回の持ち込みは７商品分迄、商品の希望販売価格（合計）の５％を委託販売料として徴求。商品は廃
品処理の店ではないをモットーに“使い古されたもの、着古されたもの”は受付ず厳選している。
取り扱い出来ない品目も決めており、商品の委託販売期間は約４週間で売れ残りは返却します。商品
価格は非常に格安で、季節に応じた品揃えが出来ており訪問時も商品は豊富でした。
又、同場所で喫茶コーナーも運営している。
芦屋市ＳＣでは常設の展示場の確保はむずかしいですが、リサイクルグループと共同開催等何か工夫
することが出来ないかと思いました。
第２日目 長浜市シルバー人材センターでは安全就業の取り組みが進んでいました。
【 安全推進体制および主な施策 】
（１） 安全推進体制： 理事会・安全委員会・総務 G～業務を３G に
（２） 主な施策： 安全委員会・長浜市 SC 安全の日・安全就業重点パトロール・
安全推進大会・安全運転講習・作業前後の現場確認の強化・作業別安全就業基準
職群別班長安全会議・刈払機取扱作業者安全衛生教育。
（３）事故未然防止： 過去の事故事例を知る・会員の就業実態を知る・焦点を絞る。
（４）事故の再発防止策： 事故状況の把握～事故調査～問題点の発見、原因の特定～
再発防止策の策定～対策の実施、水平展開～再発防止策の評価～作業マニュアルの改定。
（事故調査～現地調査、会員へのヒアリング、分析シートの活用）
◎東京労働基準監督署が出しているヒアリングシート・分析シートを活用
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①事故に対する要因分析シート（会員へのヒアリングで使用）②事故惹起者への健康に関するヒアリングシ
ート、③傷害事故・賠償責任事故・自動車事故の発生情報④安全就業推進計画表、安全就業月別重点
事項⑤就業前確認シート⑥作業前後の安全確認チェックシート、⑦ヒヤリハット報告書
◎事故発生件数
傷害事故
賠償責任事故
備考
H27 年度
７件
１０件
H28 年度
７件
１５件
H２９年度
１４件
１０件
（4 月１日～３０年１月３１日迄）
これだけの対策を行っていても事故「０」はむずかしい、もしこの対策を取らなかったらと思うと心配にな
る。しかし当センターは熱心に安全対策をきめ細かく実施しており、必ず結果に結びつくものと思います。
両シルバー人材センターは共に会員の為になることは、センターあげて取り組む。これが基本で事業高
アップにつながっているとの事。
最後に私は４年間で８ヶ所の視察研修に参加しましたが、各センターはそれぞれその市にマッチした特
色あるシルバー人材センターに育てています。
シルバー人材センターは高齢者の集まりですが、元会社勤め・元自営業の方など色々な経験を積まれ、
人脈もある方々が会員として入会しておられま
す。職員・会員が常に声掛け・会話を通じて
色々な情報やアドバイスをいただき、芦屋市シ
ルバー人材センターが他のセンターに比べ活
気に溢れた、明るく元気な高齢者の集まりに育
てる為にも本年５月の総会には公務欠席者以
外の方は必ず出席いただいて、当センターの
現状を確認していただき益々発展させていきた
い思いました。
長浜市ＳＣでの視察会議の様子

役職員先進シルバー視察研修報告
理事 向井 節子
平成３０年２月１日（木）、２日（金）の２日間にわたり、理事長、理事８名、監事２名、事務局２名、計１３名
で役職員視察研修を行いました。
１日目、福井県の坂井市シルバーを訪問。センターに入室したところ、比較的広いスペースに会員持ち込
みの多種多様な雑貨類が展示販売されていました。
当センターもこの様なスペースが有れば、もう少し別の展
開が出来るのではと思いを巡らしました。
また、このセンターには各近隣店舗のサービスを割引で受
けられるシステムが構築され、クリーニング、ガソリンスタン
ド等数社と提携されていました。これは会員の福利厚生に
も役立つ良いシステムと感じました。
２日目、滋賀県の長浜市シルバーを訪問。重点的には、安
全就業への取り組み、地区懇談会を利用して地域活動に
積極的に取り組んでいました。
今回の研修は天候に恵まれ、積雪の中でも外気温は比較
的暖かい状況で無事研修を終える事ができました。
所狭しと並べられたリサイクルショップ（坂井市ＳＣ）
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福祉・家事援助サービス研修会を開催
平成２９年度の福祉・家事援助サービス研修会
が、２月２１日・２２日の２日間に渡って開催され、
延べ６９名の会員が参加しました。
１日目は、整理収納アドバイザー・防災備蓄プラ
ンナーの資格を持つ三原麻弓会員を講師に「お家
スッキリ!!整理収納のポイントについて」と題した講
演を受講。身の回りにある物を仕分けするワーク等
を通して、「分けることは捨てる物を探すことでない、
必要・使う・好きな物を選び取る事」を学びました。

２日目は、会員の就業体験の発表後、グループに
分かれて活発な情報交換を図りました。
受講後のアンケートでは、早速、整理収納を実践
したい、また意見交換会の開催を望む声も多く出
て、実りのある研修会となりました。

認知症サポーター養成講座を開催
２月２７日、今年度最後の認知症サポーター養
成講座を開催。１３名の会員が受講、認知症を正
しく理解し、認知症の人や家族を地域で温かく見守
る事の重要性について学びました。
これで、在籍会員のうち２４０名がオレンジリング
を持つサポーターとなりました！
地域支援委員会では、来年度も引き続き、地域
の応援者を増やしたいと開催予定ですので、未受
講の会員は必ず受講をお願いします！

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
若葉・緑・潮見
海浜西
３月２４日(土)
阪神西

宮塚・茶屋之・宮川・
大桝・公光・精道・
川西・津知・平田北

３月３１日(土)

地区懇談会に参加して（海浜東）

佐世保ＳＣが視察来訪
２月２０日、はるばる九州・佐世保市から、職員
３名が当センターの会員活動や活発な事業展開、
事務局の運営等について情報収集のために訪問
されました。前日は倉敷市、午前中は加古川市、
そして午後は芦屋市、神戸に宿泊して翌日に帰る
という３日間の強行軍。当センターは参考になった
でしょうか。全国のシルバーの中から当センターを
選んで頂き、来訪されるということはとても光栄なこ
とですね。
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熊谷 繁美（会員番号２３１５）
２月２４日地区懇談会に参加しました。地区の役
にたてたら・・・もっとイキイキした毎日が送れた
ら・・・・と志高く集った仲間同士、お茶を飲みながら
出身地の話をしたり、最近おこった身近な出来事
などを話し合いながら和気あいあいとした雰囲気の
中、会は進みました。
ただ、残念なことに、参加の人数が少なく、今回
参加してみて「もったいない」と感じました。

お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
月・火・水・金
7：00～11：00
月・水・木・金
8：00～12：00
月・水・木・金
8：00～12：00
週３（要相談）
6：00～10：00
要相談
6：00～９：00
木（月４）
午前１時間
水
１回１.5 時間
日～土（週４）
8：30～12：30
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
金
１時間
月・木
午前３時間
月水金
午前 3 時間
週１回
2～3 時間
週１～2 回
午後 2～3 時間
月
午前３時間
週１回
午後２時間
週２回
３時間
火・金
３時間
週２回
午前２時間
週２～３回
7：00～9：00
17：30～20：30

はつらつ野菜市

募集人数

１名
１名

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
３月２８日
４月２５日
５月２３日
６月２７日
＊5/30 は定時総会のため、5/23 に変更します。

配分金の支払日

１名

２名

２月就業分
３月就業分
４月就業分

１名

はつらつ館・入会希望者説明会の日程

１名

３月１５日（木）
４月１３日（金）
５月１８日（金）

３月１３日（火）
４月１０日（火）
５月８日（火）

１名
１名
１名

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
３月１４日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
３月１５日（木）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ３月２８日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

１名
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
３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
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

小町カフェ・スタッフ募集（若干名）
（１０月にオープンした「はつらつ館」隣接のカフェ）
●週２回程度（１回４～５時間）●明るく接客できる方
＊コーヒーの淹れ方等、丁寧にご指導します。どのよう
な仕事か知りたい方は、是非カフェにお越し下さい！
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センターの広報紙「しるば～たいむず」
第１４号が全戸配布されます。様々な事業
紹介を掲載しています。お知り合いにも入
会促進、仕事の発注等、宣伝をお願いします

市民公開 各種講座等のおしらせ
シニアライフ・トータルサポート講座

「はつらつコール」６周年記念講演

昨今の葬儀事情について
・葬儀会社の役割 ・宗旨と葬儀 ・お墓と永代供養
●日 時：３月１０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）

「傾聴が人生を変える」
第１部 記念講演会 第２部 回想法体験
●日 時：３月１７日（土）１４：００～１５：００
●場 所：芦屋市民センター 多目的室
●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）

～介護予防講座～「健康コミュニケーション麻雀」～７月コース
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。（初心者・未経験者対象）
★対象：市内在住６０歳以上の方 ★定員：２４名（先着順）
（４月１１日開講・第２・４水曜）
★時間：１３：３０～１５：００ ★受講料：全８回で４,０００円+テキスト代４００円(前納)

ワンコイン イングリッシュ

らくらくイングリッシュ

３月２４日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土）

（原則毎月第１・３土曜日）
中学英語で気楽に楽しむ歌と英会話

懐かしい Pop's を唄い、DVD を観る
＋ 楽しい英語でお喋り
●受講料 ： ５００円/回＋テキスト代 50 円/回

３/３・１７（土）10:00～12：00
●受講料：５００円/回＋テキスト代 50 円/回

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 4／9・16・23（月)
②ワード入門 4／4・11・18・25（水)
時間：①②10:00～12:00
受講料：①3 回 2,000 円②4 回 2,500 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・スマホ個人教室 4/9・16・23（月)
②個人教室 4/6・13・20・27（金)
時間 ①13:30～15:30 ②10:00～12:00
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：３/８・２２、４/１２・２６（木）原則第２・４木曜 ●３/６・２０、４/３・１７（火）原則第１・３火曜日
●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース
●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０
●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円
小学生 １６:００～１７:００
午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時 ●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円
上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！
小学生２５００円 ＊教材費５００円含む

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室）
●日時： ３/７・２８、４/４・１８（水） 16：00～17：00
●費用：３０００円（月２回・材料費込） ●場所：はつらつ館

「はつらつ写真館」

●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆

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５日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催） ●場所：はつらつ館 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」
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

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
お待ちかねの３０年度最初のコンペが開催されます。皆さん奮ってご参加ください！
開催日：平成３０年４月１８日(水) 場所：小野グランドカントリー倶楽部/0794-67-1500
プレー費：7,650 円(昼食補助金 1,080 円含む) 免税 600 円(７０歳以上)
申込み締切 3 月 20 日●連絡先：向井 小幡 津川
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～ （３月７日）
はつらつ館 ２階中会議室 ★見学自由

初心者とベテランが一緒に楽しんでいます。
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

個性が爆発！ひとり一人がとても素敵な作
品を描きます。是非、見学にお越しください。

３月１１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！
３ 月 １ ３ 日 ( 火 )13 ： 00 ～ 16 ： 00 巨匠、黒澤明監督が描く痛快時代劇。
はつらつ館中会議室(当日受付)
映画娯楽の醍醐味を存分に味わいましょ
＊奇数月の第２火曜日午後が定例会
う！ 上映作品は「用心棒」 1961 年・東宝

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

３月１２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！

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会

３月１０日（土）9：00～12：00
３月 2４日(土)13：00～16：00

毎回２０人程度が楽しんでいます。新参加者
大歓迎！ ★みんなで楽しみましょう★

３月１１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

３月２０日（第３火曜日）１３：00～16：00
カラオケ「パティオ」（打出町 3-30）
＊使用部屋（３部屋） №４・５・９

参加費：６００円（ソフトドリンク付） 受付で
「シルバー・ひばりクラブ」とお伝えください。
希望者は１９時まで延長可（追加料金なし）

３月８日・２２日 (木) 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ます。初心者歓迎
今、ブームの将棋を是非覗いてみてください

アンサンブル
第１土曜１４～１６時はつらつ館大会議室 音楽に興味ある方、見学に来てください
問合せ：入部まで
同好会♪ど～れ♪ 第３火曜 10～12 時 （市内別会場）
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 毎月第２水曜日 13：30～15：30
ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ
お待たせしました！

歩こう会
（通算４４回目）
★雨天決行★

はつらつ館２階 作業室
音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！
今年度は、春（明石桜見） 夏（ビール工場見学） 冬（滝の茶屋おでん）を実施。 今回は
「姫路城花見」を企画しました。ご都合のつく方は奮ってご参加ください。（事前予約不要）
日時：３月３１日（土） 集合：８時５０分（時間厳守）シルバーセンター事務所西側
＊ＪＲ芦屋から 9：14 新快速で姫路まで。下車徒歩で姫路城へ。約１時間の見学のあと
公園散策＆花見昼食（お弁当・飲み物・シート・防寒義・履きなれた靴/徒歩２時間程）
改築後、見事にシラサギの如く蘇った世界遺産と桜の下で語らい親睦を深めましょう！

＊同好会は会員であればどなたでも参加できます。ご自由にご参加ください！
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リングプル回収のご協力
ありがとうございました！

衣類のお直し、りフォームいたします！

このたびエルホームさんから、７５０ｋｇ目標を達成
し車椅子が届きましたとお礼状をいただきました。
７５０ｋｇ＝２ℓペットボトル約１，２５０本だそうです。
２月２８日にも会員皆さんから頂いて貯まった分を
お届けしました。引き続きご協力お願いします。
(１階会員談話コーナーに箱を置いています)

日時：３月１２・２６日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

網戸・ふすま・障子、張替えます！
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！

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

「設立３０周年記念誌」がまもなく発行されます。
過去３０年の軌跡を綴った記録として１年以上
かけて編集してきました。
３月末発行予定ですのでお楽しみに！

後期会員研修バスツアー 報告
３０周年の記念事業の締めくくりとして豪華グルメ
ツアーを実施。「３年トラフグを食す！」と、３月１日
(木)に淡路島を訪れました。
今回は参加費が7,500円といつもより高めでした
が、満席・総勢９３名が参加。花さじき、伊弉諾神
宮参拝のあと、フグ会席を頂きました。
焼きふぐ、てっさ、フグ鍋にもちろん雑炊と満足
＆満腹のコースでした。今回は希望により温泉組、
カラオケ組と暫し別れた時間帯もありましたが、
お腹も心もお土産もいっぱいにして、皆無事に芦屋
に戻ってきました。

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！（３月末締切）
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。
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