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会員数
１，１０４名
（男６３０名･女４７４名）
（５月末現在）

平成３０年度定時総会を開催しました
５月３０日（水）、明るくなった芦屋ルナホールで
平成３０年度定時総会を開催しました。議決権総数
１１１４名（５/３０現在）のうち、８３５名（当日出席
２８５名、委任状５５０名）の出席となりました。
北風文子会員の司会進行で、理事長の挨拶に
続き、２０年永年会員表彰（２名）、１０年会員表彰
（２６名）が行われました。山中芦屋市長、帰山市議
会副議長、幣原県会議員、成岡県民センター長か
らの祝辞のあと、定足数の確認。議長には森 信行
会員が選出され、報告事項４件、決議事項１８件が
審議されました。
今年度は役員改選の年にあたり、再任８名、新任
７名の役員が選任され、総会は終了。休憩中に理事会が開催される間、この機会に地域班世話人の紹介
と安全推進大会の案内が行われました。
理事会の決議により、３０・３１年度の理事長には
山村 昇氏、副理事長に加古良子氏、業務執行理事
に北田惠三氏が選ばれ、新しい役員の紹介の後、
新理事長からご挨拶がありました。最後に、役員を
３期６年勤められた、大内孝子氏・向井節子氏が特
別表彰を受け、大内氏から退任役員の代表としてお
言葉をいただき、閉会となりました。終了後は恒例の
表彰者のみなさん。おめでとうございます！
懇親会が行われ、楽しい親睦の輪が広がりました。

平成３０年度定時総会 理事長あいさつ（要旨）
昨年はセンタ－設立３０年の大きな節目の年を迎え、１１月１９日にはルナ
ホ－ルにおいて多くのご来賓、関係各位、会員の皆様のご出席を賜り３０周年
を祝う記念式典を盛大に開催することができました。ひとえに市当局をはじめ
発注者様のご支援、会員、役職員の皆様のご尽力の賜物とあらためて感謝申
し上げます。３０周年を契機に一層、地域になくてはならないセンタ－を目指し
てまいります。
昨年、介護保険制度の改正によって、要支援の方を対象に、新たに日常生活支援総合事業が始まりま
した。当センタ－は事業者として参画しサ－ビスの提供をはじめました。この事業には多くの事業者と競合
しておりますが、お陰様で当センタ－への受注が一番多く、当センタ－への安心と信頼を評価されたも
のと大変喜んでおります。今後とも関係機関と連携を密にして取り組んでまいります。
皆様におかれましては、健康には十分ご留意され、ご自分の能力、体力に見合ったお仕事を続けていた
だきたいと思います。万一、仕事に自信が持てなくなっても、元気である限り、研修会や講座で学んだり、
同好会で楽しんだり、ボランティアに参加するなど、会員としての活動を続けていただくことを願っています。
皆様方の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げごあいさつといたします。

新役員の皆さん（左から安達・恩田・坂口・河村・後藤・櫻井・中塚・永井・廣田・森山理事、 藤谷・髙橋監事、 加古副理事長・山村理事長・北田常務理事）

役 員 の 交 代
新任役員

退任役員

理事 安達 昌宏

理事 後藤 好幸

理事 櫻井由紀子 副理事長 大内孝子

理事 大嶋 三郎

理事 寺本 愼兒

理事 阪口 忠之

理事 廣田 輝代

理事 森 山

理事 宮下 隆文

理事 向井 節子

弘

監事 藤谷 忠宏

理事 前 田 穣
監事 阿守 三男

退任役員のあいさつ
私達は役員として各々の立場で微力ながら任務をはたしてまいり
ました。中でも一番印象に残りますのは、昨年行われたセンター設立
３０周年記念事業です。各部にわかれ、知恵とアイディアを出し合っ
て、皆様と共にあのような盛大で心に残る記念式典、記念誌発行、
イベント行事に参加できましたことは何よりの思い出となりました。これ
も会員皆様のご協力があったればこそと感謝しております。センター
が益々発展しますことを願っております。ありがとうございました。

平成３０・３１年度各委員会の委員をご紹介します
適正就業推進
委員会

地域支援
委員会

北田 惠三

常務理事

安達 昌宏

理事

永井 伸一

理事

河村 昱生

理事

後藤 好幸

理事

片山 シヅ子

正会員

西ケ花 淳子

正会員

北條 時雄

正会員

阿守 三男

正会員

中塚 好子

理事

後藤 好幸

理事

三谷 千尋

正会員

北條 時雄

正会員

野島 さゆり

正会員

橋田 町子

正会員

入部 兼昭

正会員

広報

加古 良子

理事

企画

河村 昱生

理事

委員会

廣田 輝代

理事

委員会

恩田 泰子

理事

笹部 成雄

正会員

廣田 輝代

理事

北川 知可子

正会員

櫻井 由紀子 理事

佐々木 廣明

正会員

森 信行

正会員

岩崎 準一

正会員

柏木 茂作

正会員

久我 和子

正会員

阿守 三男

正会員

梶原 健司

正会員

永井 伸一

理事

恩田 泰子

理事

森山 弘

理事

櫻井 由紀子

理事

梶谷 正

正会員

大内 孝子

正会員

木山 正典

正会員

前田 穣

正会員

渡辺 德廣

正会員

岡垣 莞治

正会員

佐々木 章子

正会員

増田 透

正会員

清水 康子

正会員

上野 邦彦

正会員

八木 俊一郎

正会員

石本 英一

正会員

亀岡 順子

正会員

会員活動
委員会

安全
委員会

（平成３０年６月４日現在）
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平成３０年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

５ 月 活 動 実 績
１
8
9
11
15
18
25
28
30

何事も 基本に帰る その気持ち
５月の安全パトロール

第１回理事会
入会説明会
第１回女性の会運営委員会
第２回会員活動委員会
新入会員オリエンテーション
第２回事業運営部会
事務局会議
第２回広報委員会
定時総会
第２回理事会

理

事

５月１５日、向井委員長、梶谷・菅原・木山委員が
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。

会

●第１回 （５月１日）
・各委員会報告ほか
・定時総会について

はつらつ野菜市

●第２回 （５月３０日）

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
６月２７日
７月２５日
８月２９日
９月２６日

・理事長・副理事長・常務理事の選任について

事業運営部会

配分金の支払日

●第２回 （５月１８日）
・各委員会報告ほか
・定時総会について
・委員会担当について

５月就業分
６月就業分

６月１５日（金）
７月１３日（金）

入会希望者説明会の日程
６月１２日（火）
７月１０日（火）

専門委員会
●第２回 会員活動委員会（５月１１日）

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）

・前期会員研修について
・総会後の親睦会について
・シルバーフェスティバルについて

●打出商店街「まごのて」
６月１３日（水）
●はつらつ館
６月２７日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

●第２回 広報委員会（５月２８日）
・会報「はつらつ芦屋」２６号について

(阪急以南・臨港線以北)
引取り研ぎ料金：１本８００円

女性の会運営委員会
●第１回 （５月９日）
・ミニイベント「ヤクルト工場見学」について
・「小町通信」について
・お手玉の会ボランティアについて
・運営委員会改選について

～～事故ゼロ運動～～
今期間は家事援助中の傷害事故が１件発生し
ました。くれぐれもご安全に！

無事故達成日数
傷害事故
２７日
賠償事故 １４８日（６月４日現在）
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センターの総会は会員の出席なくしては開催でき
ません。毎年、欠席される方のなかで、委任状を提
出されない方が多くおられます。欠席だから返事し
なくていいのではありません。総会開催のために
は必ず必要な重要書類です。今年は未返信の
方々へ電話をかけることもいたしました。今回提出
されなかった方は、今後は必ず回答期日までに返
信いただきますようお願いいたします。
欠席の方は、カウンターに議案書を置いておりま
すので、お持ち帰りください。公務欠席を返信はが
きでお返事いただいた方には記念品をお渡しいた
しますので、ご来局下さい。（６月末期限）

会員対象「料理教室＆交流会」のご案内
「はつらつキッチン」主催の会員対象の料理教室が開催されます。今回は市民センター料理室での講座で
す。終了後には、美味しい料理を皆さまと試食しましょう。ぜひご参加ください。
●日 時 ６月１５日（金）９時３０分から
●場 所 芦屋市民センター（公民館） ２１４号 料理室
●会 費 ８００円
●定員２５名
●持ち物 エプロン・
三角巾・手拭きタオル
メニュー 梅雨の不快感を吹きとばす料理
①魚のなんばん漬け ②だし巻きタマゴ焼き ③カボチャのサラダ
男性会員の参加も大歓迎です！！！

会員対象「清掃講習会」
（初級）のご案内
ホウキやモップの使い方の基礎を学ぶ「清掃講習会（初級）」を開催します。経験の浅い方や、今後
清掃の仕事に従事したい方は是非ご出席ください。連絡は事務局の大谷まで。
●日 時：６月２９日（金） １４時～１５時 ●場 所：はつらつ館 中会議室 ●募集定員：７名（先着順）
傾聴グループ「はつらつコール」主催

第４回たのしい回想法
～新聞・テレビ・週刊誌で話題の回想法～
子どもの頃の夏休みはどんなでしたか？ ラジオ体操、海水浴、林間教室、セミ捕り・・・・
回想法は、そんな思い出を懐かしみ、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。懐かしいふるさとの話、楽しかった思い出、昔の写真を見たり、歌を歌ったりしながら、懐かし
いあの頃の話に花を咲かせましょう。ご参加をお待ちしています。
●日 時：7 月 11 日(水)・7 月 25 日（水）、8 月 8 日（水）１０：００～１２：００
●場 所：芦屋市シルバー人材センター２階 はつらつ館 大会議室 ●定員：１５名
●受講料：１，５００円（３回） 開講までに前納 ●対象者：どなたでもご参加ください。

シルバーチャレンジ講座(報告)
５月１８日・２５日に業平作業所において、第１３回「技能講習会／網戸・
障子張り替え」が開催され５名が受講。障子と網戸張り替えの細かな部分の
作業の流れ等も習得されていました。技能班では就業メンバーを募集して
います。今後も講習会を企画していきますので、興味のある方は次回是非
受講ください。

お手玉でボランティア活動をしています！
子ども達に昔遊びの伝承も大切ですが、やはり”昔懐かしい～
“と言っていただける世代の方との交流も大切。５月１７日(木)
エルホームへお手玉ボランティに行ってきました。
当日はメンバー６名、デイサービスの参加者は約２０人、
お手玉は握るだけでも刺激があるものですが、２つを上手に
揺すってみたり、歌を歌いながら隣の人に回してみ当たり、いろ
いろな遊びを楽しみました。
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会員対象 各種講座等のおしらせ
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：６/６・２０、７/４・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 ： ６月２６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）⇒６月２１日

芦屋市の“キッズスクエア”に指導登録をしました！
キッズスクエアとは、子どもの自主的な遊びを行う場所を提供する芦屋市教育委員会の取り組みです。
お手玉を通じて、子ども達の自由な発想を育みながら楽しい時間を過ごせたらと思っています。
興味のある方は練習日（6/21）にはつらつ館にお越し下さい。もちろん男性参加も OK です。

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

６月２３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

６/２・１６（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ワード入門 7／9・23・30（月)
②Windows10 入門 7／9・23・30（月)
時間：①10:00～12:00 ②13:30～15:30
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個人教室 7／4・11・18・25（水)
②タブレット・スマホ 7／6・13・20・27（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

書 道 教 室

●日程：６/１４・２８、７/１２・２６（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！

●６/５・１９、７/３・１７（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：６/６・２０、７/４・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：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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お仕事の紹介（請負・委任）

新入会員です！よろしくお願いします

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
曜日要相談
8：30～12：00
水・金
8：30～13：30
要相談
14：00～17：30
月・金
6：00～10：00
要相談
8：00～18：00
土・日・祝
11：00～14：00
週 1 回 2 時間
時間は応相談
火
9：00～10：00
週１回
３時間
週３～４日
２～３時間
月
午前２時間
月１回
午前３時間
週２回
18：00～20：00
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
週3回
16：00～17：00
火・金
３時間
週２～３回
夕方３時間
月２回
午後２時間
週１回
2 時間
月～金
16：00～18：00

募集人数

１名

退会会員です。長い間ありがとうございました

１名
3名
１名
１名
1名
２名

洋風炊き込みご飯
抹茶ゼリー餡
アイスコーヒー始めました

１名
1名
1名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
３名
１名

衣類のお直し、りフォームいたします！
日時：６月１１・２５日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

１名
１名
１名

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

１名

責任をもってお受けします！
１名
１名

芦屋霊園内のお墓清掃引き受けます！

１名

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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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

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

６月２０日の前期最後のコンペの後、暑い季節はお休みします。

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。
★さくら祭り写真コンテストで５人の会員が入賞！ (6/8～6/14 市民センターで展示)
★「第６回写真展開催」 場所：池田泉州銀行芦屋支店 ２階
6/20～6/25 ・ １０～１７時（土日も開催・最終日は 15 時まで）
★毎月の活動は、毎月第１水曜日・13：30～ はつらつ館 ２階中会議室
毎月第２・４木曜日・13：０0～16：00
はつらつ館 ２階中会議室

将棋同好会

各人の個性豊かな絵を自由に楽しく描ける
ユニークなクラブです。初心者の方も歓迎！

急に予定がなくなった、待ち合わせに時間が
６月１０日（日） 第２日曜・１０:00～11:30
ある等気楽にお立ち寄りください。フリートーク
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
の場です。
毎月第３火曜日 9：30～12：00
和気あいあいと楽しく作品作りをしています。
はつらつ館 ２階作業室
編物初心者でも大丈夫！
次回は、７月１０日(火) 13：00～16：00 上映予定：２０１３年邦画 「舟を編む」
はつらつ館中会議室 (当日参加自由) ＊奇数月の第２火曜日午後が定例会

ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
６月１１日（月）第２月曜 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
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
６月 ９日（土）9:00～12:00・
２３日(土)13：00～16：00 はつらつ館
(すずめクラブ)
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”

お知らせ・コメントなど・・・

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！
新会員募集中！初心者歓迎！わきあいあ
いと楽しんでいます。是非ご参加ください。

「3 周年記念発表会」開催：6 月 19 日（火）１２時～１７時 ＊会費：２千円 ＊先着２０名
場所：カラオケライブカフェ・イージェイ（茶屋ノ町・７８-８７８９）
●７月の定例会は
世話人：岡垣 巻野
パティオで従来通り
６月１４日・２８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！

第１土曜１４～１６時はつらつ館大会議室 見学にお越し下さい。

アンサンブル
第３火曜 10～12 時 （市内別会場）
同好会♪ど～れ♪
(＊発表会の直前は増えることもあり)

ウクレレ同好会 毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
（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を楽しむ会ﾞ

歩こう会
（ASJC）

通算４５回目

初心者大歓迎！
問合せ：入部まで
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～

ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴きにきてください。
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！
～今年の春は、姫路城で桜見を実施市、たくさんの会員に参加していただきました。～
今回は、趣向を変えまして、JR 舞子から舞子プロムナード見学後、垂水までのシーアイド
コースをゆっくり散策し、パークで昼食をしたいと思います。レストラン名はイタリア系の
洒落ていてかつ美味しい「ROCHE」。 昼食後は買物タイムです。ご都合のつく方は奮っ
てご参加ください。（事前の予約は不要です） ＊雨天決行
日時： ７月１４日(土) ８時２０分・シルバー人材センター事務所西側集合(時間厳守)
行程： JR 芦屋（8：53 発/快速）～舞子（9：26 着）・・・徒歩・・・舞子プロムナード・・・
・・・アウトレットパーク・・・垂水漁港・・・JR 垂水駅 （徒歩２時間程度）
持物・飲物、身分証明書、履きなれた靴で。
＊世話人：榎本
- 7 -

平成３０年度 安全委員会主催

会員の皆様に、より一層安全に対する意識を高めていただくことを目的
として下記の通り安全推進大会を開催いたします。
ぜひ奮ってご参加ください !

開催日時

７月３０日（月）１４時～１６時

開催場所

市民センター３０１・３０２号室

大会内容（予定）
安全標語入選者表彰
安全・健康についての講演会/簡単にできる体操紹介
交通ルールの説明
安全宣言

