
  

 

 

事 務 局 だ よ り 
URL:http://www.sjc.ne.jp/ashiya/ 

発 行  平成３０年５月 

第 ２０９ 号 

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 

〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２ 

ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４ 

ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３ 

会 員 数 

１，０９８名 

（男627名･女471名） 

（４月末現在） 

平成３０年度 定時総会開催のご案内 
平成３０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２３日までに必ずご返信下さい。ハガキは切手を貼らな

いで投函してください。（別紙総会ご案内をご覧ください。） 
 

日 時：平成３０年５月３０日（水）１３：１５ ～ 
場 所：芦屋市民会館 大ホール（ルナホール） 

 

＊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。 

＊総会終了後、市民センターの３０１号室及び多目的室で懇親会を開催しますのでご参加ください。 

＊懇親会会場は下記の通り、２つにわかれていますのでご注意ください。 

  移動はご自由ですが、開会時は各部屋にお集まりください。 

   ３０１号室   ①阪急 ②ＪＲ ③阪神 ⑦奥山   多目的室   ④浜 ⑤海浜 ⑥南芦屋浜 
 

総会の受付は地域班ごとになります！ 
  地域班名 町 名 

①  赤 阪急地域 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 

②  桃 ＪＲ地域 
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 

③  橙 阪神地域 
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 

④  黄 浜地域 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 

⑤  緑 海浜地域 新浜町、浜風町、高浜町、若葉町、緑町、潮見町 

⑥  水 南芦屋浜地域 陽光町、南浜町、海洋町、涼風町 

⑦  紫 奥山地域 奥池町、奥池南町、奥山、六麓荘町 
 

★同封のハガキで出席・欠席（委任状）を必ずご返送下さい! 5/23締切 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 
 

「シルバー オン ステージ2018」 
開催に向けての事前意向調査 

３０周年記念行事の一つとして昨年９月に開催された「シルバー オン ステージ」は、

大勢の皆様に楽しんでいただき、大成功のうちに終わりました。またこのような機会があれ

ば参加したいという声もあり、日程や会場の都合上、事前に参加の意向をお伺いします。

開催は、９月の土曜日の予定（変更もあり得ます）。歌、踊り、楽器演奏、手品等々、個人

やグループでもシルバーの会員の方が一人でも参加していれば出演ＯＫです。参加希望

の方は、事務局までお申し出ください。  ＊締め切り、５月１７日（木） 
 

 



 

４ 月 活 動 実 績 
5  第１回安全委員会 
  事務局会議 

10  入会説明会 
11  第１回企画委員会 
13  第１回会員活動委員会 
16  県関係団体運営基礎研修会（今井） 
17  新入会員オリエンテーション 
19  兵シ協事務局長会議（北田常務） 
20  第１回事業運営部会 
23  第１回広報委員会 
24  第１回地域支援委員会 
26  決算監査 
27  明石市ＳＣ来訪 

  事務局会議 
 

事業運営部会 
●第１回 （４月２０日） 
・各委員会報告ほか 

・芦屋市ＳＣ定例合同会議について 

・平成２９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 

・小町カフェ事業について 

・オープンガーデンの参加について 

・設立３０周年記念事業決算について 

・役員改選について 
 

専門委員会 
●第１回 安全委員会（４月５日） 
・委員の改選について 

・年間スケジュールについて 

・平成３０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 

●第１回 企画委員会（４月１１日） 
・平成２９年度実施結果について 

・平成３０年度実施計画の検討 

・接遇講習会について 

・市役所ロビー展示について 

・芦屋オープンガーデン参加について 

●第１回 会員活動委員会（４月１３日） 
・前期会員研修について 

・年間実施計画について 

・平成２９年度報告について 

●第１回 広報委員会（４月２３日） 
・年間スケジュールについて 

・会報「はつらつ芦屋」２６号について 

●第１回 地域支援委員会（４月２４日） 
・認知症サポーター養成講座について 

・ボランティアグループについて 

・市役所ロビー展示について 

宮塚公園オープンセレモニーに参加 
４月７日（土）再整備さ

れた宮塚公園のオープン

セレモニーに参加、山中

市長から記念樹寄贈の

感謝状が贈られました。 

当日は、役員、会員活動委員が、ポップコーンと

ソフト金魚すくいを担当。子ども達のため用意した、

３２０枚のポイも２時間程でなくなるほどの盛況でし

た。また一歩、地域との繋がりが深くなったイベント

参加となりました。 

 
 

明石市シルバー人材センター来訪 

４月２７日当センターが平成２９年度から実施し

ている「新総合事業」についての情報収集のため、

明石市シルバー人材センターから職員１名理事 

２名の来訪がありました。 

４月の 

安全パトロール 
４月１７日、向井委員

長、永井・渡辺委員が

剪定・除草の現場６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！この調子で頑張りましょう！

皆さん、くれぐれもご安全に！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故   １９６日 

     賠償事故   １２０日（５月７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 
☆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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    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） 

【シルバーチャレンジ講座】簡単手芸講座 
～涼しげなお花の化粧ポーチを作ります～ 

●６月９日（土）14:00～15:30 

●場所：はつらつ館東隣「小町カフェ」●費用：１０００円（材料費+飲物代） 

●定員：先着１２名 ●締切：６月１日（事前に申込・納入が必要） 

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 

５月２６日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土） 

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 

らくらくイングリッシュ 
（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 

５/５・１９（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パソコン入門 6／4・11・18・25（月) 

②エクセル中級 6／4・11・18・25（月) 

時間：①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料：①②4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 6／6・13・20・27（水) 

②個人教室 6／8・15・22・29（金) 

時間：10:00～12:00 受講料：各2,500円 
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 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

着 付 教 室  
●日程：５/１０・２４、６/１４・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！  

書 道 教 室 
●５/１・１５、６/５・１９（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 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
●日時：５/２・１６、６/６・２０（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 

「はつらつ写真館」  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 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」 

 

 
 

（青字は館外活動） 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会   

ＡＳＧ会    

開催日：平成３０年６月２０日(水)   ・・・前半期最後のコンペになります・・・ 

場所：ロータリーゴルフ倶楽部オールドコース （078-959-0088） 

プレー費：７，４５０円(昼食費込) 免税500円(７０歳以上)  

申込み締切５月25日●連絡先：向井 小幡 津川  

囲碁同好会 
毎週水曜日・9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室   ★見学自由 

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。 

写真同好会 

(デジイチ会) 
毎月第１水曜日・13：30～  

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 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 
毎月第２・４木曜日・13：０0～16：00 

はつらつ館 ２階中会議室 

太古の昔、人々は絵に魂の叫びを託した。 

～あなたも素敵な色で、心を解放しよう！～ 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

５月１３日（日） 第２日曜・１０:00～11:30 

●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室 

飛び入りＯＫ！皆でわいわいがやがやと情報

交換しています。気軽にお立ち寄りください。 

編み物同好会 
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！  

ビデオ散歩 

倶楽部 

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 

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

的に引き離された女性の奇跡の実話。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
５月14日（月）13：00～15：00 

●ラポックスホールＪＲ南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階  

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。介護予防効果あり！ 

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

５月12日（土） 9:00～12:00     ※4月14日のクラブ大会（はつらつ杯）には 

   ２６日(土)13：00～16：0        24名が参加し、楽しみました。 

はつらつ館会議室       優勝：境   ２位：北條  3位：鍵野    

知的財産研究同好会・・・・４月より休会しています。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

５月１５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 

【お知らせ】詳細は 6 月号でお知らせします

「3周年記念発表会」開催：6月19日（火） 

ライブカフェ・イージェイ（茶屋ノ町１－１） 

将棋同好会 
５月１０日・２４日 (木) 9：30～12：00 

はつらつ館２階中会議室  【見学自由】 

その日のメンバーで対戦します。今ブームに

なっている【将棋】を体験してみませんか！ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 
第１土曜１４～１６時はつらつ館大会議室 

第３火曜10～12時 （市内別会場） 

音楽に興味ある方、見学に来てください 

問合せ：入部まで 

ウクレレ同好会 

（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） 
毎月第１・３水曜日13：30～15：30 

はつらつ館  （作業室１又は２） 

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～ 

ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ 
毎月第２水曜日 13：30～15：30 

はつらつ館２階 作業室 

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。 

音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！ 

 

＊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！ 

＊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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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 募集人数 

  
月・火・水・金 

7：00～11：00 
１名 

  
要相談 

17：00～20：00 
１名 

  
要相談 

14：00～17：30 
１名 

  
要相談 

8：00～18：00 
２名 

  
土・日・祝 

11：00～14：00 
１名 

  
週１回 

３時間 
１名 

  
金 

午後３時間 
１名 

  
月１回 

午前３時間 
１名 

  
週３～４日 

２～３時間 
１名 

  
週２回 

18：00～20：00 
１名 

  
金 

１時間 
１名 

  
月・木 

午前３時間 
３名 

  
月水金 

午前3時間 
１名 

  
週１～2回 

午後2～3時間 
１名 

  
火曜日 

午後2時間 
１名 

  
火・金 

３時間 
１名 

  
週２～３回 

夕方３時間 
１名 

  

週２～３回 

7：00～9：00 

17：30～20：30 

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２３日 ６月２７日 

７月２５日 ８月２９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 
４月就業分 ５月１８日（金） 

５月就業分 ６月１５日（金） 

６月就業分 ７月１３日（金） 

入会希望者説明会の日程 
５月８日（火） 

６月１２日（火） 

７月１０日（火） 
 

 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」  ５月９日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ５月１７日（木） 

●はつらつ館  ５月２３日（水）・５月３０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 
 

 

新入会員です！よろしくお願いします 

   
   
   
   

 

退会会員です。長い間ありがとうございました 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

地域班・世話人交代 
●阪神西地区 木原差登子  ⇒ 基 美佐子 

 

 

 

アイスコーヒー 

始めました！ 
有機栽培の豆で入れた美味しいアイスコーヒー

です。是非皆さんのお越しをお待ちしています。 
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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、滋賀県大津市の「びわ湖大津館」でバラの花咲くイングリッシュガーデンを見

学、昼食はびわこ温泉「雄山荘」で近江牛のしゃぶしゃぶ御膳。バームクーヘンで有名な「ラ コリーナ

近江八幡」に立ち寄ってお買い物も楽しめます。是非たくさんの会員のご参加をお待ちしています。 
   

  ●実 施 日  ６月５日（火）      ●行 き 先  滋賀県大津市・近江八幡市 

  ●集合時間  午前８時（時間厳守） ＊８時１５分出発   

  ●集合場所  センター事務所前  ●参 加 費 ５,５００円  ●定 員 ９０名 

  ●申込受付  ５月１４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＝＝大津ＩＣ＝＝びわ湖大津館（見学）＝＝近江神宮（参拝）＝＝びわ湖温泉・雄山荘（昼食・入浴） 

8：15発   9：15   9：30       10：15 10：35     11：10 11：20            13：40 
 

＝＝鮎屋の郷（買物）＝＝ラ コリーナ近江八幡（買物）＝＝八幡堀（散策）＝＝竜王ＩＣ＝＝芦屋 

   14：10   14：30  14：45     15：30  15：35  16：00   16：20 17：50頃着 

＊昼食は椅子テーブル席。入浴はタオル付です。 
  

傾聴グループ「はつらつコール」メンバー募集！！ 
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）大勢の方のご参加お待ちいたしております。（事務所カウンターに申込用紙あり） 

●日時：①５月１８日（金）１0：00～11：30 ②５月２２日（火）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：５/２・１６、６/６・２０（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 ： ５月２２日（火）１３：３０～    ●場所 ： はつらつ館内 

芦やん小町「お手玉の会」 今月はボランティア活動のためお休みです！ 
 

 

 

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。未納

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。 

  ●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 

  ●映画チラシ  ●芦やん小町通信 
 

若狭鯖街道  熊川宿 
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