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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

１，１３６名
（男 636 名･女 500 名）
（１０月末現在）

シルバーフェスティバル 2018 開催しました！
１０月２１日(日)第２回目となるシルバーフェスティバルが「はつらつ館」で盛大に開催されました。昨年
は台風接近で来場者も少なかったのですが、今年は晴天の中、約４５０人の市民・会員の来場がありまし
た。バザー、子どもの創作コーナー、遊び場も賑わい、お餅つきには山中市長、福岡教育長も来て下さい
ました。ぜんざいの振る舞い、小町カフェ（オープンカフェ）も大忙しでした。
センター紹介コーナーにも市民が訪れ、新規の発注や入会希望者もあり、シルバー事業のアピールにも
つながりました。準備をして下さった方々、当日お手伝い下さった皆様、ご協力ありがとうございました。

養父市＆三田市シルバーの野菜市、あっという間に売り切れ御免！

新米の量り売り（５合升）７００円！

バザー会場は身動きがとれない程、盛況でした

つきたてのお餅でぜんざいの振る舞い

大繁盛のオープンカフェ（小町カフェ）

子どもの遊び場も大賑わい！

子どもたちが大好きな金魚すくい

企画委員会発信！会員拡大強化月間１０月･１１月･１２月
企画委員会では、今年度は【１０月・１１月・１２月】を「会員拡大強化月間」とし、「１会員が１人紹介運動」
を推進します。この期間にご紹介者が入会されたら、紹介会員・入会会員双方に「小町カフェセット券」を
進呈いたします！是非、配偶者・友達・お知り合い等をお誘いください。

●第３回 適正就業推進委員会（１０月１８日）
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・未就業者聴き取り調査報告
・就業相談窓口設置日程について

兵シ協事務局長会議（常務・次長）
第４回安全委員会
入会説明会
安全パトロール
第４回企画委員会
第６回会員活動委員会
新入会員オリエンテーション
第３回適正就業推進委員会
第７回事業運営部会
高齢者スポーツ大会
第２回シルバーフェスティバル
第６回広報委員会
中間監査
第４回地域支援委員会
第４回理事会
事務局会議
臨時安全委員会
兵シ協事業推進大会

理

事

●第６回 広報委員会（１０月２２日）
・「はつらつ芦屋」２７号について

●第４回 地域支援委員会（１０月２３日）
・市役所ロビー展示実施報告
・保育所ボランティアについて
・認知症サポーター養成講座について
・健康増進・介護予防に関わる講習会の検討

就業相談窓口
適正就業推進委員が就業の相談を受付ます。
日時：１１月１５日（木）9：00～12：00
＊予約はいりません

１０月の安全パトロール

会

●第４回 （１０月２６日）
・職務執行状況の報告について
・平成３０年度上半期の事業及び収支報告について
・平成３０年度中間監査について

１０月９日、永井委員長、清水・佐々木委員、大谷
職員が剪定・除草・スーパー、銀行の現場６か所を
巡回。会員の安全意識は高く充分留意して就業し
ていることを確認しました。また、午後には６名の安
全委員が、就業中の事故防止のため機材点検を行
い、管理状況や破損の有無などを確認しました。

事業運営部会
●第６回 （１０月１９日）
・各委員会からの報告
・シルバーフェスティバルについて
・第２次中期事業計画について

専門委員会
●第４回 安全委員会（１０月４日）
・平成３０年度「安全推進大会」の総括
・安全就業強化月間の取組について
・第５０号安全だよりの発行について
・安全講習会・健康講座の開催について
・安全就業基準の検討について

～～事故ゼロ運動～～
今期間、無事故達成日数には影響ないのです
が、10/22 除草現場へ道具搬入中に交通事故が
１件発生。安全委員会が事故検証を行い、10/30
には臨時委員会を開催し、今後の対策について協
議されました。

●臨時安全委員会（１０月３０日）
・交通事故の報告と安全対策の検討について

●第４回 企画委員会（１０月１０日）
・街頭普及活動の報告
・会員拡大普及月間について
・新規事業の募集について
・兵シ協事業推進大会の事例発表について

無事故達成日数
傷害事故 ７９日
賠償事故 １０９日（１１月５日現在）

●第６回 会員活動委員会（１０月１２日）
・シルバーオンステージの報告
・シルバーフェスティバルについて
・会員研修バスツアーについて

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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18：00～20：00

お仕事の紹介（請負・委任）

金
１時間
木
15：00～17：00
週２～３日月
午前３～４時間
月・水・木
16：30～18：30
週１回
2 時間

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
週２～３回
11～15：00 のうち
３時間
月～日
7：00～9：00
18：00～20：00
木・金
8：00～12：00
週４日
４時間(時間相談)
月～金
11：40～13：10
月・木
9：00～11：00
火 9：00～11：00
土 8：00～10：00
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
8：00～20：00
要相談
8：00～18：00
木・金
7：00～9：30

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
6 時～22 時の間

人数

１名

3名

月・水・金
8：00～10：30
月・火・金
7：00～10：00
火・木・土
9：00～12：00
火・木・金
8：00～12：00
火・水
8：20～12：20
土日祝
11：00～16：00
17：00～21：00
日～土(相談)
9：00～15：00
17：00～21：00
２週に１回
時間相談
月
午前２時間
週１回 月か木
10：00～12：00
週２～３回
13：00～16：00
週２回

１名
１名
１名
１名

１名

はつらつ野菜市

１名

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
１１月２８日
１２月２６日

1名
１名
１名
1名
２名

配分金の支払日
10 月就業分
１１月就業分

１１月１５日（木）
１２月１４日（金）

入会希望者説明会の日程
１１月１３日（火）
１２月１１日（火）

１名
１名

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
10：00～14：00
14：00～18：00

１名

１名
1名
1名
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」
１１月１４日（水）
●エルホーム芦屋（浜町）
１１月１５日（木）
●はつらつ館
１１月２８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６００円～
★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積)

新入会員です！よろしくお願いします

3名
3名
2名
1名
１名
１名
１名
１名
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退会会員です。長い間ありがとうございました

市民公開 各種講座等のおしらせ
Ｅ．Ｓ．Ｓ．Ｔ（English Speaking Support Team）の英語講座：随時受付・見学無料
ワンコイン・イングリッシュ
らくらく・イングリッシュ２５名程度
（原則毎月第４土曜） １５名程度
１１月２４日（土）10:00～12：00
英語で楽しむニュースとポップスと映画など
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

１１/３・１７、１２/１・１５（土）
10:00～12：00
中学生レベルの英語で易しい英会話と英語の歌
●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

NEW 英字新聞に親しむ（原則第１・３火曜日）

NEW 入門英会話（原則第１・３火曜日）

Japan News の社説を英文・和文で読む １０名程度

ABC を最初から(個別サポートあり) １５名程度

１１/６・２０、１２/４・１８（火）13：30～14：30

１１/６・２０、１２/４・１８（火）14：30～15：30

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

●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ワード入門 12／3・10・17（月)
②チラシ作成 12／5・12・19（水)
時 間 ①②10:00～12:00
受講料①②３回 2,000 円
（会員特典）（教材費別）
●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年賀状個人教室 12／3・10・17（月)
②個人教室 12／7・14・21（金)
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

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

◆はつらつねっとカフェ◆
コーヒーを飲みながらパソコンやネットの話をしましょう！

NEW

●日時 １１/２８（水）・１２/１４（金） 13:30～15:30 ●参加費 各日 500 円（コーヒー代含む）
●募集人員 各日 10 名（予約先着順） ●場所 シルバー人材センター はつらつ館

花こもの手芸講座 ＊材料の用意が必要なので事前予約お願いします
●１１月：クリスマスリース ●１２月：マカロンのストラップ （１０月は終了しました）
日程：１１/８・１２/１３（木） ・ １１/１０・１２/８（土）
時間：１０：００～１１：３０ 場所：「小町カフェ」（事務所東隣） 定員：１２名
費用：各クラス８００円（材料費・飲物代含）

着 付 教 室

書 道 教 室

●日程：１１/８・２２、１２/１３・２７（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！

●１１/６・２０、１２/４・１８（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：１１/７・２１、１２/５・１９（水） 16：00～17：00
●費用：３０００円（月２回・材料費込） ●場所：はつらつ館

衣類のお直し、りフォーム、仕立て
着物や服地などお洋服にお仕立て致します。
衣類のお直し、繕い、なんでもご相談下さい。
日時：１１/１２・２６（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆

網戸・ふすま・障子張替え
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！
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芦屋霊園内のお墓清掃
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！

チャレンジ講座「高齢者の食生活を考える」

NEW 小町サロン

～人生１００年を楽しく元気に過ごすには～

はつらつ館東隣の「小町カフェ」で美味しい珈琲を
飲みながら楽しみましょう！
どなたでも参加ＯＫです！
★俳句に挑戦 １１月２９日（木）10 時～11 時半
参加費：３００円（コーヒー代含む）
★クリスマス会 １２月６日（木）10 時～11 時半
参加費：５００円（手作りケーキ・珈琲代含む）

●日時：１１月３０日（金）10：00～16：00
●場所：芦屋市民センター 料理室（214 室）
●内容： ①「いずみ会」講師による実習
②食についての意見交換会
●定員：２４名（芦屋市在住の６０歳以上の方
●持ち物：エプロン・三角巾・手拭・筆記用具
●費用：５００円（当日ご持参ください）

高齢者の生活を総合的に支える知識と知恵を学ぶ

シニアライフ ・ トータルサポート講座
何もしない、ハッキリしないが『争族』の火種
☆「エンディングノート」と「自筆証書遺言書」の書き方について相続診断士が分かりやすく解説
☆当会作成の「メッセージノート」を使ってご自身の『気掛かりなこと』や『家族に伝えたい』ことの
棚卸しを一緒に考えて見ませんか？

日 時

１１月１０日(土) １０時～１１時３０分

場 所

はつらつ館 大会議室

参加費

５００円（当日支払）

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：１１/７・２１、１２/５・２６（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 ： １１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！
（原則月１回第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒１１月１５日
今月のお手玉の会は「基本の遊び」を中心に練習します。
「童謡に合わせてみんなで楽しむお手玉」も
します。見て、聴いて、触って、歌って、さあご一緒に初めてみたい方、是非のぞいてみて下さい！
（１１月１３日は中会議室で１０時からお手玉を作ります。お手伝い大歓迎）
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

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！ 申し込みは、事務局まで
●日 時 ：１１月２９日（木）１３：３０～１５：３０
●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

芦屋市シルバー人材センターは「粗大ごみ処理券取扱店」になりました。
ご入用の際は是非当センターでお買い求めください。
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親睦＆交流のための「会員同好会」
初めての方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”

活動日・場所
お知らせ・コメントなど・・・
今年度最後のコンペ開催です。
開催日：平成３０年１１月２１日(水) ８時３５分スタート
場 所：小野グランドカントリークラブ オールドコース（0794-67-1500）
プレー費：８，３００円（昼食費込）免税６５０円(７０歳以上) 担当：向井
★あと、2～3 名参加可能です！
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
はつらつ館２階作業室 ★見学自由
ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
毎月第１水曜日・13：30～
写真展開催中！ １１月末まで
はつらつ館 ２階中会議室
ラポルテ地下展示コーナー(ﾓﾝﾃﾒｰﾙとの地下
問合せ：黒住
通路) 自由観覧ですのでお立ち寄りください。
定例会：毎月第２・４木曜日
先月に市民センターで開催した 【第 6 回 オリ
13：00～16：00
ーブ絵画作品展】に多くの方がご来場 ください
はつらつ館２階中会議室
ました。 ありがとうございました。

毎月第２日曜日 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

フリートークの場です。皆でワイワイ・ガヤガヤと
交流しています。当日突然参加でも大丈夫！

上映日：１１月１３日(火)13：30～
はつらつ館中会議室 当日自由参加

映画を観て語り感動の時間を分かち合います。

毎月第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

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)

１１月１０日(土) ９時～１２時
11 月 17 日(土)13 時～16 時（女子会）
１１月２４日(土)１３時～１６時

１０月１３日クラブ大会（はつらつ杯）参加２０名
優勝：柴田秀次 ２位：木瀬健四郎 ３位：境幸男
３０年度上半期リーグ戦上位
第１位：岡田年博 ２位：宮本昭二 ３位：柴田秀次

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

予告：忘年発表会１２月１８日１３～１７時
１１月２０日（火）13：00～16：00
場所：ライブカフェ・イージェイ 会費：２，０００円
●カラオケ「パティオ」 参加費：６００円
集合：１２時５０分・シルバーセンターはつらつ館
打出町 3-30 （№４・５・９号室を予約）
岡垣 巻野

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

将棋同好会

１１月８日・２２日 9：30～12：00
はつらつ館２階 中会議室

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！ 見学自由
２０１５年邦画

「あん」主演：樹木希林

その日のメンバーで対戦しています。初心
者歓迎します。是非覗いてみてください。

第１土曜 14 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。
♪ 皆で演奏会にも出演しています ♪
問合せ：入部まで
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♪
はつらつ館 （作業室１又は２）
演奏して楽しんでいます！～ギターもＯＫ～

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

（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 毎月第２水曜日 13：30～15：30

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ

クラブ
「たびとも」

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！

旅行好きなメンバーが集い、旅の体験、エピソード等、プロジェクタースクリーンを通
して、語り合い進行を深めたいと願い９月に発足しました。見学に来てください。
日時：１１月２１日(水)午後 1 時 30 分 場所：はつらつ館２階中会議室
１１月のスクリーン旅行！ 【クルーズの旅】浪川研吉 【ペルー・マチュピチュ】北條時雄
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歩こう会
（通算４６回目）

今年春には、姫路城の桜、夏には舞子アジュールから垂水の三井アウトレット散策
を実施しました。たくさんの方々にお集まりいただき親睦を深めることが出来ました。
今回は、恒例の【年末忘年会】を以下の要領で開催しますので 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。
（集合時間厳守）
日時：１１月１７日（土） 集合：９時３０分 シルバー人材センター事務所西側
行先：城山往復～ロックガーデン滝の茶屋（１１時３０分ごろ着予定）
＊この茶屋は、芦屋から六甲山頂を目指すハイカーの入り口となっており、山小屋
風食堂という感じで、一番人気は、女将手作りの「おでん！」です。ご関心のある方
は是非ご一緒しましょう！ 雨天決行です。
（幹事：榎本盛明）

兵庫県シルバー人材センター協会主催の事業推進大会に参加
１０月３１日神戸松方ホールにおいて県下のセンターが集う事業
推進大会が開催されました。
今年の事例発表は、他センターでは会員数が減少する中、芦屋
市は順調に会員数を伸ばしていることから、「会員拡大に向けての
センターの取組みについて」と題して当センターが担当、企画委員
会の河村委員長、森委員が発表を行い、参加者からもご好評の声
をいただきました。
また、会員表彰者は１４名（２０年２名・１５年１２名）。当日は１０名の方が出席
されました。ロビーでは手作り班の展示販売も行われ
ました。

ひょうご生涯現役促進事業

「高齢者就労相談窓口」が当センターに開設されています
この窓口は、労働力人口の減少と企業の人手不足への対策として、兵庫県雇用開発協会が実施する
事業と連携し設置されるものです。（一般市民対象、もちろん会員も利用可）
相談窓口は県内の９県民局・県民センターと８市町シルバー人材センターに設置されることになり、
当センターにおいても開設することになりました。
●開設日時：毎週火曜・金曜日(祝祭日は休) 午前９時～１２時までの３時間
＊詳細は、兵庫県ホームページ「ひょうご生涯現役」で検索してください。

芦屋駅前郵便局に 芦屋駅前郵便局前で宣伝活動
１０月１５日、年金支給
電子ﾓﾆﾀｰ広告
会員拡大・就業開拓を目的
として、１０月１日から１回１５秒
間の電子モニター広告を芦屋
駅前郵便局のＡＴＭ横に新た
に設置しています。
お立ち寄りの時にはぜひご覧に
なって下さい！
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日に合わせて、ＪＲ芦屋駅
北の郵便局で櫻井・阿守
企画委員及び事務局から
北田・羽渕がセンターの
チラシ等を配布・宣伝しま
した。

後期会員研修バスツアーのご案内
後期研修バスツアーは岡山へ。紅葉の名所・閑谷学校で散策したあと
は、開湯１２００年を超える由緒ある湯郷温泉へ。秋の味覚の代表・松茸
の土瓶蒸し、松茸ご飯も昼食に加わります。フルーツのお買い物も楽し
みです。是非たくさんのご参加をお待ちしています。（会員活動委員会）
●実施日：１１月２１日(水)
●行先：岡山県・閑谷学校・湯郷温泉
●集合時間：午前７時４５分（時間厳守） ＊８時００分出発
●集合場所：センター事務所前
●参加費：６０００円
●定員：９０名 ●申込受付：１１月８日（木）９:００～＊先着順に受付

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＝＝垂水ＪＣ＝＝三木ＪＣ＝＝滝野西ＳＡ＝＝備前ＩＣ＝＝★紅葉の名所：閑谷学校（散策）＝＝
8：00 発
8：45
9：00
9：40
9：55 10：15
10：30
11：20

湯郷温泉（昼食・入浴）＝＝桃茂実苑（フルーツ等の買物）＝＝山陽ＩＣ＝＝三木ＳＡ＝＝三木ＪＣ＝＝芦屋
12：10
14：20 15：00
15：30 15：35 16：40 16：55 17：00
18：00 頃着

＊昼食は椅子テーブル席。入浴はタオルをご持参下さい。

会員活動委員会

おもちゃ作りボランティア募集！
今年度も１月、２月に保育所ボランティアを実施予定。手作りのおもちゃ作りにご協力下さる方を募集し
ます。和気あいあいと一緒に作りましょう！
●１１月７日(水) 15：00～16：30 大会議室 ●１１月１５日(木) 10：00～12：00 中会議室
●１１月２１日(水） 15：00～16：30 大会議室
地域支援委員会

新規企画事業の提案を募集しています！
センターの基本理念は「自主・自立、共働・共助」。このたび、新しく地域に貢献できるような事業の提案
を募集中です。事業の提案には最低３名の会員が必要ですが、募集することも可能です。まずは事業内
容、目的、経費、効果などを記載する提案書が事務所にありますので、ご来局下さい。締め切りは１１月
３０日。１２月に企画委員会で検討します。ご提案お待ちしています。
企画委員会

会員の皆様にお願い
入会時のオリエンテーションでも大切な要件としてお伝えしてますが、再度確認と徹底をお願いします！
●就業日、時間等を何度も変えるのは、発注者との信頼関係を損ねるためお控えください。
●ローテーション、グループで就業場合、交代は基本的には会員同士でご相談ください。
●一度請負った仕事を、数回で辞める、他の用事が出来たから辞退というような形はセンターの信用を損
ね、他の会員の迷惑にもなります。仕事を請ける前に、必ず曜日・時間・距離を確認し、責任をもって仕
事に従事されるようお願いします。

配分金に関わるお知らせ
このたび、最低賃金が８７１円となりました。配分金は賃金としては扱われませんが、センターとしまして、
発注者のご理解ご協力を求め、１１月付けで配分金単価の改定についてのお願い文書を発送しました。
現在継続中の契約で最低賃金を下回る業務は平成３１年１月１日就業分から改定されることとなります。
現在１時間当り８５０円単価は８８０円になります。（内容により８５０円単価が９３０円になる契約もあります）
＊兵シ協に雇用されている派遣就業については、賃金となりますので、１０月１日から改定されます。
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