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会員数
１，１０９名
（男 632 名･女 477 名）
（３月末現在）

平成３０年度がスタートしました！
新しい年度が始まりました。今まさに桜満開！
昨年度は設立３０周年ということで、数々のイベントがありましたが、
それをきっかけに今年度も、秋にはシルバーフェスティバル（はつらつ
館でのお祭り）やシルバーオンステージ（発表会）を開催の予定です。
地域を巻き込んで、ますます元気なセンターを目指して、今年度も
頑張って行きたいものです。

宮塚公園にアーモンドの木とさくらの木を寄贈しました！
設立３０周年の記念に、芦屋市にアーモンドの木６本と桜の木１本他を
贈りました。宮塚公園のリニューアルに合わせ、植樹。まだまだ若く、小さ
な木ですが、きっと大きく育っていくことでしょう。
４月７日（土）１０時から、宮塚公園リニューアルのオープニングセレモ
ニーが開催され、当センターもポップコーンと金魚すくいで参加します。ス
テージプログラムや軽食などもありますので、是非お立ち寄りください。
アーモンドの花

「設立３０周年記念誌」をお届けします！
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ました。じっくりご覧になってくださいね！

定 時 総 会
平成３０年５月３０日（水）午後１時１５分～
芦屋ルナ・ホール
★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。ご案内はあらためて送付いたします。
★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同封しておりますのでご覧ください。

小町カフェ営業時間拡大！
これまで、平日１６時までの営業でしたが、お立ち寄りいただける時間を
１７時までに拡大しました。また土曜日の営業も始めました！有機栽培の
美味しい珈琲で皆さんのお越しをお待ちしています。

●第６回 適正就業推進委員会（３月２２日）
・長期就業者の周知について
・「なんでもご意見相談箱」について
・次期委員の選任について
●第１０回 広報委員会（３月２６日）
・会報「はつらつ芦屋」２６号について

３ 月 活 動 実 績
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後期会員研修（淡路島）
第８回会員活動委員会
阪神ブロック会議（北田常務）
入会説明会
第３回総務部会
第４回女性部会
第５回理事会
新入会員オリエンテーション
第６回適正就業推進委員会
地区懇談会（海浜西地区）
第１０回広報委員会
シルバー・芦屋市定例合同会議
派遣事業実務担当者研修会（大谷）
事務局会議
地区懇談会（阪神西地区）

理

事

～～事務局メンバーの紹介～～

会

●第５回 （３月１６日）
・事務局職員の採用について
・処務規程の一部改正について
・事務局職員給与規程の一部改正について
・事務局職員の退職手当に関する規程の
一部改正について
・「女性の会」設置要綱の制定について
・「小町カフェ」事業実施要綱の制定について
・平成２９年度収支補正予算（第１号）について
・平成３０年度事業計画について
・平成３０年度収支予算について
・平成３０年度資金調達及び設備投資の
見込みについて

総 務 部 会
●第３回（３月１３日）
・事務局職員の採用について
・処務規程の一部改正について
・事務局職員給与規程の一部改正について
・事務局職員の退職手当に関する規程の
一部改正について
・「女性の会」設置要綱の制定について
・「小町カフェ」事業実施要綱の制定について

専門委員会
●第８回 会員活動委員会（３月９日）
・平成２９年度事業報告について
・平成３０年度事業計画の実施内容について
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氏 名
北 田 惠 三
白 井 晶 子
羽 渕 祐 子
今 井 裕 子
森 川 利栄子
大 谷 哲 司
太 田 由 美
箱 﨑 千 佳
稲 村
篤
赤川 俊雄(市派遣)
柴 野
賢
川 島 玲 子
竹 林 美智子

役職及び担当
常務理事兼事務局長
事務局次長
事務局主幹（総務）
渉外（家事援助・総合事業）
渉外（企業）
渉外（企業）
渉外（子育・独自事業）
渉外（家事援助）
渉外（屋外作業）
総務・渉外(公共)
渉外(配布)
事務補助
事務補助

＊今年度も何卒よろしくお願い致します。

事 務 局 職 員 異 動
昇格

事務局主幹

羽渕 祐子

採用
採用
退職
退職
退職

正規職員
臨時職員
臨時職員
臨時職員
臨時職員

大谷 哲司
竹林美智子
中澤 優
林 美稚子
大西 勉

第３０回「芦屋さくらまつり」に
参加します！
４月７日、８日、第３０回「芦屋さくらまつり」が開
催されます。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
品を展示販売します。お散歩がてら、お店をのぞき
にいらして下さいね！

地区懇談会報告（会員活動委員会）
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開催されました。近くに住み
ながら顔を合わせたことがない会員が多いことから
親睦のために企画しました。２９年度は「地区懇談
会」と名称を変え、情報交換の場として開催を続け
てきましたが、３１日（土）の阪神西地区を最後に、
この企画は一旦終了となりました。
この集まりがきっかけとなって、１５地区ある中で
２地区は定期的な集まりが自主的に実施されるよ
うになりました。阪神東地区のラジオ体操、南芦屋
浜地区の足湯作戦です。一番最後の阪神西地区
でも、今後企画が上がりそうです。
地域で助け合える社会を築くためにも まずは会
員同士の連携を大切にできるような企画を今後も
推進していきたいと思います。

地域班・班長交代・世話人交代
３０年度は４３名の世話人が毎月「事務局だより」等
を会員皆様のご自宅にお届けします。
＊班長の交代
・南芦屋浜地域 高田智佐生 ⇒ 大前浩典
＊世話人の交代
●阪急東地区 木瀬健四郎 ⇒ 佐野 孝
●阪神西地区 小川 幸子 ⇒ 土方 陸美
●阪神西地区 乙守 昇 ⇒ 上野 邦彦
★地域班活動日（事務局だより配布）は、原則

毎月第１月曜日です。

各委員会の委員を募集！

地区懇談会に参加して（海浜西）
國廣 正男（会員番号２９００）
３月２４日（土）地区懇談会に初めて参加しまし
た。会員１３名と会員活動委員５名の参加で、自己
紹介の後、意見交換を行いました。
会員や委員の方から、同じ種類の仕事を行って
いる会員や同じ町内の会員でグループ活動や連
絡会・情報交換会のようなものをしてはとの提案が
ありましたが、結論を出すには至りませんでした。
会員になって１年経ちましたが、仕事でご一緒
する方以外は同じ町内同じ住宅内でも会員の顔も
名前も知らない状況なので、もっとたくさんの方が
参加して交流を深めていくことが出来れば、会員間
の連携や協力にも役立つのではないかと思いまし
た。

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、新たに委員を募集。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。
●企画委員会

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！

２名

●会員活動委員会

就業以外の会員活動を応援す
１名
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！
●地域 支援委員会

芦屋という地域のニーズに応え
１名
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。
＊この他の委員会は今回募集なし。
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お仕事の紹介（請負・委任）
経験のないお仕事でも挑戦してみませんか？また、
お知り合いにも会員登録をお勧めください。
時間等
月・火・水・金
7：00～11：00
要相談
17：00～20：00
月・水・木・金
8：00～12：00
週３（要相談）
15：30～20：00
要相談
6：00～９：00
要相談
16：00～20：00
要相談（ローテ）
6：00～22：00
土・日・祝
11：00～14：00
要相談
17：00～20：00
月・水・金
7：00～10：00
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１～2 回
午後 2～3 時間
火曜日
午後 2 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

募集人数

１名
１名
１名
１名

３月１３日、向井委員長、渡辺・木山・巻野委員が
剪定・除草の現場４か所を巡回。安全への注意を喚
起しました。

２名
２名
２名

～～事故ゼロ運動～～

１名

今期間は事故ゼロ！この調子で頑張りましょう！
皆さん、くれぐれもご安全に！

１名

無事故達成日数
傷害事故 １６０日
賠償事故
８４日（４月１日現在）

１名
１名
１名

☆平成２９年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

１名

あわてず あせらず 深呼吸

１名

☆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

１名

☆全シ協 全国統一スローガン（H29 年度～H31 年度）

３名

事故防止､急ぐな､あせるな､気を抜くな

１名

「春の全国交通安全運動」が
実施されます

１名
１名
１名
１名
１名

＊事務所のホワイトボードに随時お仕事募集を掲載
しています。お気軽にお立ち寄りいただき、職員に声
をかけてください。

３月の安全パトロール

平成３０年４月６日（金）から１５日（日）までの
１０日間、「みんなでつくる 通学路の交通安
全」「思いやる 気持ちで守る
高齢者」をテーマに春の全国
交通安全運動が実施されます。
自転車による事故も増えてい
ます。この機会に交通ルール
の再確認をよろしくお願いいた
します。

はつらつ野菜市
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会員対象 各種講座等のおしらせ

傾聴グループ「はつらつコール」メンバー募集！！
傾聴されると人は心癒され、前向きな気持ちになれます。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３０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。（尚、活動日は毎月第１・２・３・４金曜日です）
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。
●日時：①５月１８日（金）１0：00～11：30 ②５月２２日（水）13：30～15：00 ●場所：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：４/４・１８（水）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 ： ４月２４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）⇒４月１９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

４月１０日（火）１０時からお手玉作りをします。お手伝いして下さる方、２階作業室にお越しください！

市民公開 各種講座等のおしらせ
～介護予防講座～「健康コミュニケーション麻雀」４～７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)

第３回 たのしい回想法講座
～一緒におしゃべりしませんか～
あなたは、小学校の入学式のあの日のこと、覚えていますか？ 担任の先生は、どんな方でしたか？
お友達の名前は？ 遠足はどこへ？・・・・こんな思い出を語り合うことで日々の生活に活気を取り戻し、健康
寿命につなげる心理療法です。楽しかったこと、昔の写真を見たり、歌を歌ったりしながら、一緒に話の花を
さかせましょう。ご参加をお待ちしています。
●日時：４月２５日(水)・５月９日（水）・５月２３日（水）１０：００～１２：００
●場所：はつらつ館 大会議室 ●受講料：１，５００円（３回） 開講までに前納 ●定員：２０名
傾聴クループ「はつらつコール」
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市民公開 各種講座等のおしらせ
【シルバーチャレンジ講座】障子・網戸張り替え体験講座
今からでも遅くない！技能習得のチャンス！（市内在住・概ね６０歳以上の方対象）
●日時：５月１８日（金）または２５日（金） 9：30～15：30（受付 9：15）
●場所：シルバー作業所（業平町 6-19・2 号線沿） ●受講料：無料（別途材料費 1,000 円(当日徴収)）
●持物：小型カッターナイフ ●定員：先着１０名 ●申込み：電話受付（３２－１４１４）
●〆切：５月１１日(金)

シニアライフ・トータルサポート講座「認知症の事例紹介と任意後見制度」
「転ばぬ先の杖」としての任意後見制度 認知症の事例と体験例の紹介
●日時 ５月１２日（土） 10 時～11 時 30 分 ●場所 はつらつ館大会議室

●参加費 500 円

ワンコイン イングリッシュ

らくらくイングリッシュ

４月２８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

４/７・２１（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エクセル入門 5／7・14・21・28（月)
②デジカメ入門 5／9・16・23（水)
③スマホの選び方 5／11・18・25（金)
時間：①13:30～15:30 ②③10:00～12:00
受講料：①4 回 2,500 円②③3 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
5／7・14・21・28（月)
時間 10:00～12:00
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：４/１２・２６、５/１０・２４（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

●４/３・１７、５/１・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
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： ４/４・１８、５/２・１６（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。）

事務局電話番号は３２-1414（番号をお間違えなく！）
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親睦＆交流のための「会員同好会」
（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・・・
開催日：平成３０年５月１６日(水) 場所：有馬富士カンツリークラブ（0795-63-2363）
プレー費：8,300 円(昼食費込) 免税 650 円(７０歳以上) ★ご参加お待ちしています！
申込み締切４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

何かにチャレンジ！と思われている方、一緒
に絵を描きませんか。お待ちしています。

４月は１５日（日）＊８日はさくら祭りのため
●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！
上映予定：２０１３年洋画「あなたを抱きしめ
る日まで」＊未婚の母となり幼い息子と強制

次回は、５月８日(火)13：00～16：00
はつらつ館中会議室(当日受付)
＊奇数月の第２火曜日午後が定例会

的に引き離された女性の奇跡の実話。

ダーツ同好会
４月９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！
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
【クラブ大会：４月１４日（土）9：00～12：00】
＊２９年度後半リーグ戦 入賞者
１位宮本昭二 ２位柴田秀次 ３位北村昇三
(すずめクラブ) ４月２８日(土)13：00～16：00
知的財産研究同好会・・・・４月より休会となります。
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

４月１７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：№４・５・９ 参加費６００円

受付で「シルバーひばりクラブ」とお伝え下さ
い。この日は、１６時より３０分程度今年度の
活動について懇談会を予定しています。

将棋同好会

４月１２日・２６日 (木) 9：30～12：00
はつらつ館２階中会議室

新年度から新しいことにチャレンジしたい方
初心者歓迎。ご一緒に楽しみませんか？

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

歩こう会
（通算４４回目）

★ご報告★

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！
３月３１日（土）１６名が参加し、姫路城公園にお花見に出かけました。
平成の大修理が終わり見事に蘇った白鷺城。国宝を仰ぎ、晴天の空と桜満開の下で、
お弁当を頂きながら親睦を深めました。

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
４月２５日
５月２３日
６月２７日
７月２５日
＊5/30 は定時総会のため、5/23 に変更します。
退会会員です。長い間ありがとうございました

配分金の支払日
３月就業分
４月就業分
５月就業分

４月１３日（金）
５月１８日（金）
６月１５日（金）

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
４月１０日（火）
５月８日（火）
６月１３日（火）

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
４月１１日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） 4 月２５日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

(阪急以南・臨港線以北)
引取り研ぎ料金：１本８００円

会員の訃報
故 谷田 透 様
故 奥野 等 様
ご冥福をお祈りいたします

平成３０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。
昨年度１年間、色々な場所で大活躍してくれ
た設立３０周年記念ロゴ。これは谷田さんがデザ
インしてくれたものです。
奇しくも、３０周年が終わる３月、谷田さんは天
国に旅立たれました。パソコン研究会の代表を務
められ、メンバーをまとめてこられました。
まだまだお若く、やりたいこともたくさんあったか
と思います。残念でなりません。心からご冥福を
お祈りいたします。谷田さん、ありがとうございまし
た。

前期会員研修バスツアーのお知らせ
行先はまだ決まっておりませんが、日程
は６月５日(火)に決定しました。
詳細は、事務局だより５月号に掲載しま
すのでお楽しみに！

新入会員です！よろしくお願いします
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