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公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
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ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３

１，１０８名
（男 629 名･女 479 名）
（６月末現在）

シルバー オン ステージ
出演者募集

日時：平成３０年９月２２日(土)
場所：市民センター別館 音楽室
５月号でお知らせした「シルバーオンステージ」の出演者を募集します。歌、踊り、楽器演奏、手品等な
ど、１組１０分程度で、個人でもグループでも、 シルバー会員の方が一人でも参加していれば、他の方
が会員でなくてもＯＫです。日頃の成果をぜひこの機会にご披露下さい！
●申込方法：事務局に置いている申込用紙に記入

●申込締切：７月２０日(金)

＊当日ＤＶＤ撮影をします。グループ毎に作成しますので、合せてお申込み下さい。（ＤＶＤ１枚６００円）
＊開始時間については、出演者数、リハーサル時間の都合で決定しますので、当日は終日(１０～１６時)
予定を空けておいてください。
会員活動委員会

【会員スキルアップ講座】

接 遇 講 習 会

～グッドコミュニケーション・グッドワーク～良い仕事は良好な人間関係から～
心理学の基礎知識から自己を見つめ直し、実際にあった顧客からの苦情やトラブル事例を元にコミュ
ニケーションを円滑に図るための講座です。就業に役立つ内容ですので、是非ご参加ください。
●日時：７月２７日（金）１３：３０～１５：００ ●場所：はつらつ館 大会議室
●講師：森 信行委員 ●定員：３０名 ●受講料：無料 ●申込：事務局に連絡
企画委員会

会員対象！未受講の方は
出来るだけ受講して下さい！

認知症サポーター養成講座
～サポーターのやさしさがなぜ必要か？何ができる？～

認知症サポーターをご存知ですか？街の中で困っている認知症の人や家族を温かく見守る応援者の
ことです。地域支援委員会では、シルバー会員みんなが認知症サポーターになってもらいたいと願
い、今年度も講座を開催します。多くのご参加を期待しています！
●日 時 ：７/２４（火）１０：００～１１：３０ ●場 所 ：はつらつ館 大会議室
●講 師 ：あじさいの会代表 安宅桂子氏 ●申 込 ：事務局に連絡
地域支援委員会

平成３０年７月３０日(月)安全推進大会開催
申込受付中！詳細は「安全だより」４９号をご覧下さい！

「何でもご意見相談箱」を設置
適正就業推進委員会と企画委員会で検討してきましたが、このたび、
事務所のお仕事紹介コーナーのホワイトボードに、「何でもご意見相談箱」
を設置しました。就業に関する相談はもちろんですが、ご意見や、「ちょっ
と聞いて！」など、なんでも結構です。
開封は、毎月役員が行う事業運営部会が担当。内容に応じて、それぞ
れに対応、検討させていただきます。
適正就業推進委員会＆企画委員会

６ 月 活 動 実 績
5
7
8
11
12
13
14
15
19
20
21
26
27
28
29

前期会員研修バスツアー
第２回安全委員会
兵シ協事務局長会議(北田常務・白井次長)
第３回広報委員会
安全パトロール
入会説明会
第２回企画委員会
兵シ協定時総会
第３回事業運営部会
新入会員オリエンテーション
第１回適正就業推進委員会
近シ協定時総会
女性の会「芦やん小町」工場見学
第２回地域支援委員会
安全運転管理者等講習（羽渕主幹）
阪神ブロック会議（理事長・北田常務）
事務局会議

●第１回 適正就業推進委員会（６月１９日）
・適正就業基準の周知及び推進について
・就業相談窓口の設置について
・就業率向上の推進について

●第２回 地域支援委員会（６月２６日）
・認知症サポーター養成講座について
・高齢者月間(９月)市役所ロビー展について
・保育所ボランティアについて
・市営住宅統合に伴う各種依頼について

６月の安全パトロール

事業運営部会
●第３回 （６月１５日）
・定時総会の報告について
・平成３１年度定時総会の日程について
・粗大ごみ処理券取扱店の指定申請について
・平成３０年度重点課題について

６月１２日、永井委員長、森山副委員長、佐々木
委員、北田常務が剪定・除草の現場６か所を巡回。
服装・防具等、適切な安全対策が取られていたこと
を確認し、さらなる安全への注意喚起しました。

安全委員会
●第２回 （６月７日）
・平成３０・３１年度安全委員長・副委員長の選任
・役割担当について
・安全就業強化月間の取組について

～～事故ゼロ運動～～
今期間は事故ゼロでした。この調子でよろしくお
願いいたします。くれぐれもご安全に！

専門委員会

無事故達成日数
傷害事故
５５日
賠償事故 １７６日（７月２日現在）

●第３回 広報委員会（６月１１日）
・会報「はつらつ芦屋」２６号について

●第２回 企画委員会（６月１３日）
・会員の拡大について
・市民対象講習会の報告について
・接遇講習会について
・高齢者月間(９月)市役所ロビー展について

平成３０年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

何事も 基本に帰る その気持ち
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ＭＡＮパワーチーム意見交換会を開催
６月２６日、平成３０年度のＭＡＮパワーチームの
意見交換会が開催され、１８名の会員が参加。
ＭＡＮパワー事業推進会の班長より、窓・網戸掃除
の実技披露や掃除に使用する道具・洗剤について
の紹介、工夫している点等の案内があり、日々の
就業で各自が安全に就業するための取組み状況
等、より良い就業環境を整えていくために会員相互
で情報共有を図りました。続いて、今秋に予定され
ている市営住宅の大規模移転に伴う大型ゴミ搬出
等依頼が予想されるため、事務局から概要の説明、
就業への協力要請を受けました。

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！
７月２５日
８月２９日
９月２６日
１０月３１日

配分金の支払日
６月就業分
７月就業分

７月１３日（金）
８月１５日（水）

入会希望者説明会の日程
７月１０日（火）
８月１４日（火）

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
７月１１日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
７月１９日（木）
●はつらつ館
７月２５日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

洋風炊き込みご飯
抹茶ゼリー餡
アイスコーヒー

(阪急以南・臨港線以北)
引取り研ぎ料金：１本８００円

暑い暑い夏ですね！センター隣の「小町カフェ」
に涼みにいらっしゃいませんか？

衣類のお直し、りフォームいたします！
日時：７月９・２３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
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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

７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

NEW

７/７・２１（土）10:00～12：00
●受講料：５００円/回＋テキスト代 50 円/回

英字新聞に親しむクラス 社説を英文・和文で読み比べ
７/３・１７（火）13：30～14：30（原則第１・３火曜日）
●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ワード中級 8／6・20・27（月)
②パソコンで写真活用 8／10・24・31（金)
時間：①②10:00～12:00
受講料：①②３回 2,000 円（会員特典）

◆個人教室＝募集人員 各日 5 名
①個人教室 8／6・20・27（月)
②タブレット・スマホ個人教室 8／8・22・29（水)
時間：①13:30～15:30 ②10:00～12:00
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

●場所：シルバー人材センター はつらつ館 ●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：７/１２・２６、８/９・２３（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！

●７/３・１７、８/７・２１（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：７/４・１８、８/１・１５（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
生徒たちの作品展覧会のお知らせ！！皆様ぜひお立ち寄りいただき、ご高覧ください。
場所：ラポルテ東館地下１階連絡通路会期：７月 2 日から７月 30 日

「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：８月２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。）

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？ 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回分） 開講初日に持参 ●対象者：どなたでもご参加ください。
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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：７/４・１８、８/１・１５（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 ： ７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）⇒７月１９日

芦屋市の“キッズスクエア”に指導登録をしました！子供たちと一緒に遊びませんか？
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（７/１９）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。

阪神東地区の会員からのお誘いです！！
昨年６月の阪神東地区「地区懇談会」で会員同士の横のつながり
を図り、また健康維持・推進のため毎週日曜日、朝７時からラジオ
体操他、その後一緒に朝食を食べながら懇談会(自由参加)を実施
するようになってから約１年が経過します。
この夏休みには子供たちも一緒にラジオ体操をします。
地区の会員はもちろん、地区以外の会員の方も気軽にご参加い
ただき交流を図りましょう！春日公園で日曜、朝７時、お待ちいたし
ております！
世話役：安井・石本

トライやるウイークで中学生がセンターにやってきました
６月４日から８日まで５日間、精道中学校２年生男子生徒４人が当
センターで様々なチャレンジをしました。網戸・障子の張替、乳幼児
の一時預かり、憩いサロン、小物づくり、小町カフェ、その他事務局内
の事務補助等々、シルバーならではの多種多様な体験してもらうこと
が出来ました。生徒たちの感想文には、仕事に対する厳しさや丁寧な
作業の大切さ、今回の体験を大切にしたいこと、親切に関わってくだ
さった会員さんへの感謝の気持ち等の言葉があり、センターにとって
も生徒さんとの関わりが楽しく、パワーを頂いた１週間となりました。
障子貼り実習

乳幼児一時預かり“まつぼっくり”

小物づくり
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小町カフェ

前期会員研修バスツアー開催しました
６月５日前期会員研修バスツアーを開催。総勢８１名で滋賀県・大津市、近江八幡市に行ってきました。

研修バスツアーに参加して
松川 英子（会員番号１４０４）
１０年間在籍していながら初参加でした。お顔見知りもなく不安でしたが、ベテランガイド
さんの流暢な説明に引き込まれ、いつの間にか輪の中にいました。関西を離れた時期もあ
り、昔の琵琶湖ホテルはもう無いものと思っていましたが、びわ湖大津館で５５年ぶりに雄大
な姿に遭遇し感動いたしました。びわ湖大橋は制限速度で走行すれば路面が音楽を奏で
てくれるんですね。知らない事ばかり。昼食は近江牛のしゃぶしゃぶ、PR どおり期待どおりの美味！ 温泉
は湖面を一望し優雅なものでした。 現代人の心を掴む
菓子業界の変革も垣間見ましたが、昔のまま焼印入り
のへぎに温かい饅頭１個、山草が密かに挿れてある喫
茶コーナーで一人、落ち着いた時間も持ちました。神社
参拝も有り難く充実した旅でした。
お世話して頂いた皆様に感謝。芦屋に帰るまで降ら
なかった天候にも感謝です。
１句・・・。依頼され俄物書き梅雨晴れ間

６月２１日、女性の会「芦やん小町」ヤクルト工場見学
長濵 文子（会員番号２３９６）
ヤクルトの新車の小型バスの迎えがあり、今日
はちょっとよい日かなと予感。工場での見学時間
は９０分でしたが、スタッフさんの流れるような誘導
と説明に好奇心をそそられ、あっという間でした。
ヤクルトの歴史を知り、今日ある老舗「ヤクルト」は
さすがだなと思いました。昼食は緑の中にあるレス
トラン「デルパパ」の和風バイキング。野菜料理中
心のメニューでたっぷりおいしく頂きました。食後は
蓮の花満開の池の周りを散策しました。「道の駅」や「赤玉のアン」（卵直売所）に立ち寄って頂き、皆さん結
構買い物袋いっぱいでしたね。修学旅行に来ているように感じたのは、同じ位の年齢の方々とごいっしょだ
ったからでしょう。普段お会いする事のない会員の方々と交流をもてたことは嬉しいです。今日はやっぱりと
てもよい日でした。ヤクルトスタッフの皆様、企画頂いた事務局、芦やん小町幹事の方々に感謝です。
角元 法子（会員番号２８３６）
「芦やん小町」での社会見学に初めて参加させて頂きました。約２０人乗りのマイクロバスに乗り、向かうは
三木ヤクルト工場。途中「道の駅三木」に立ち寄り、食い気が先と三木山森林公園・旬菜レストラン「デルパ
パ」で和食バイキングを頂きました。森林公園の中にあるので空気良し！味良し！
価格もなんと１３５０円也。それを１時間半もかけてゆっくりと頂く事が出来、そして
少人数なので参加者全員のお顔をしっかり覚える事も出来乍らのんびりと時の流れ
を満喫する事が出来ました。今回ヤクルト様のご配慮で、はつらつ館への送迎もし
て頂き、製品の出来上がっていく様子も勉強になりました。終活に入りつつの私です
が、健康あっての人生生活。乳酸菌シロタ株でより健康になり、そして何より人との
繋がりを大切に、これからも心豊かに過ごしていきたいと願っております。
絵 ・角元 法子会員
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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
ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

暑い時期はお休みします。

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館２階作業室
★見学自由
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。
第 6 回写真展（池田泉州銀行で開催）は多く
の方々にお越し頂きありがとうございました。

毎月第２・４木曜日・13：０0～16：00
はつらつ館 ２階中会議室

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！

７月８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
毎月第３火曜日 9：30～12：00
はつらつ館 ２階作業室

会員同士のフリートークの場です。話題はい
ろいろ・・・ 気楽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！
2012 年本屋大賞第 1 位。第 37 回日本ア
カデミー賞最優秀作品賞。辞書『舟』を編集
する「編む」人たちの感動エンタテイメント！

７月１０日(火) 13：00～16：00
はつらつ館中会議室 (当日参加自由)
上映作品：２０１３年邦画 「舟を編む」

毎月第２月曜 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！

７月１４日（土） 9:00～12:00
２８日(土) 13～16：00 はつらつ館
女子会：７月２１日(土)13：00～16：00
知的財産研究同好会・・・・４月より休会しています。
７月１７日(題３火曜日)１３時～１６時
カラオケ同好会
カラオケ「パティオ」(打出町 3-30)
“ひばりクラブ”
部屋：№４・５・９号室 ・ 参加費６００円

麻雀同好会
(すずめクラブ)

将棋同好会

お知らせ・コメントなど・・・

７月１２日・２６日 (木) 9：30～12：00
はつらつ館２階中会議室 【見学自由】

今月から【女子の例会】を開催します！
初心者の方には懇切丁寧にお教えします。
多数の参加をお待ちしています（参加無料）
６月の「３周年記念発表会」２４名の参加で、
楽しみました！７月はいつも通りです。
受付で「ひばりクラブ」とお伝えください。
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 音楽に興味ある方、見学に来てください。

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

♪ 皆で演奏会にも出演しています ♪
問合せ：入部
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。
音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！
Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ はつらつ館２階 作業室
今回は、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
（ASJC）
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)
通算４５回目 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
＊ 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。
）●土曜日は、西側が入口になります。

歩こう会
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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。
場所

業務

時間等
要相談
17：00～20：00
月～日
7：00～9：00
18：00～20：00
月～金
11：40～13：10
月・木
9：00～11：00
要相談
6：30～10：00
火・木・金・土・日
8：00～12：00
要相談
8：00～18：00
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
6 時～22 時の間
火～金 11～15 時
土・日・祝 10～14 時

火・金
9：00～10：00
週１回
9：30～11：30
月ｏｒ水
午後１時間
週１回
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
土
9：00～11：00
週１回
2 時間
月～金
16：00～18：00

人数

１名
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました
2名
１名
1名
1名
２名
１名
１名
1名
1名
1名
１名
１名
１名
１名
１名

予告 ハウスクリーニング講習会
上部団体兵シ協主催の講習会が９月に芦屋
で開催されます。５日間と長期ですが、当市で
開催され受講料も無料。整理収納アドバイザー
２級の資格も取得できますので、是非予定を調
整し受講してください。
●日程：９/１９・２０・２１・２６又は２７・２８
●場所：芦屋市民会館
●定員：１５名 ●募集期間：８/１０～９/１１
（公社）兵庫県シルバー人材センター協会
電話 078-954-8807 ＦＡＸ078-371-8016

３名
１名
１名
１名
１名
１名

今月は以下のものが同封されています

１名

●はつらつ芦屋２６号 ●安全委員会だより４９号
●安全推進大会の案内 ●映画割引チラシ

