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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

１，１４６名
（男 641 名･女 505 名）
（１１月末現在）

救急救命講習会を開催します！
先月配布した「安全委員会だより」に掲載しておりますが、安全就業強化への取り組みとして、芦屋市消防局の
ご協力を得て、下記のとおり救急救命講習会を開催します。
病気や事故などで心停止になった人を救うには、救急車が到着するまでの間に、そばに居合わせた人が速や
かに心肺蘇生などの応急手当てを行う必要があります。いざという時のために、
知識と技術を身につけておきましょう。受講経験のある方でも、忘れてしまわない
よう、定期的な受講をお勧めします。
事前に申し込みが必要ですが、会場が広いので、当日参加でも大丈夫です。
是非たくさんのご参加をお願いいたします。
日 時 ： １２月１０日（月） １３：３０～１５：３０
場 所 ： 芦屋市消防本部 ３階 多目的ホール
（芦屋市精道町８‐２６（市役所東側））
内 容 ： ①ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法と実技習得
②事故時の応急処置・手当

就業途上、就業中の事故にご注意ください
兵庫県警察本部交通部から県下の交通事故について注意喚起がありました。１０月末までに発生した「人対
車両」の事故で４３人の方が亡くなっており、なかでも横断歩道を横断中の死亡事故１４人と、既に昨年１年間の
死者１０人を超えている状況です。道路を歩行する場合、近くにある横断歩道を使用することのほか、斜め横断
をしない、車両の直前または直後で横断しない等、自分自身の安全を確保するよう十分に注意をはらって下さい。
秋口から年末にかけて日没前後１時間から夜間の交通事故が多発する傾向にありますので、会員の皆さんも
日々の就業途上、就業中など、交通安全を心掛けていただくようお願いいたします。

年末年始のお知らせ
１２月の事務局業務は２８日(金)まで、新年は１月４日(金)か
らです。「就業報告書」は１２月の就業が終わり次第、速やかに
ご提出ください。年内に提出できなかった方は､遅くとも１月７日
までにはご持参ください。(事務局お休みの間は、事務局ポスト
へ投函いただいても結構です。)
年末年始の就業日等は各自が責任をもってご確認ください。

＝＝年末年始の就業について＝＝
年末年始の就業については、各自、就業先と
相談あるいは確認をお願いし
ます。またローテーション就業
の場合は、会員同士でも就業
日の確認をお願いします。

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」
を推進しています。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。
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広島市ＳＣ視察来訪

丹波市ＳＣ視察訪問
入会説明会
安全パトロール
第８回事業運営部会
新入会員オリエンテーション
後期会員研修バスツアー
第７回広報委員会
兵庫県簿記研修（藤谷監事・今井）
広島市ＳＣ来訪
阪神ブロック役職員視察研修（徳島市）
事務局会議

事業運営部会

１１月２７日広島市シルバー人材センターの理
事長はじめ６名が来訪。独自事業、同好会等当セ
ンターの活発な会員活動の情報提供をしました。

１１月の安全パトロール

●第８回 （１１月１６日）

１１月１３日、森山副委員長、八木・亀岡委員、大谷
職員が剪定・除草の現場５か所を巡回しました。
会員の安全意識は高く、発注者からも「丁寧な仕事
をしてもらっている」との言葉もいただきました。

・各委員会からの報告
・先進シルバー視察先について
・第２次中期事業計画について

専門委員会
●第６回 広報委員会（１１月２６日）
・「はつらつ芦屋」２７号について

芦屋こどもフェスティバルに参加
１１月１０日福祉センターで開催されたこどもフェ
スティバルに、子育て支援班“まつぼっくり”のメン
バー９人がボランティア参加。手作りおもちゃコー
ナーは子ども達で溢れかえっていました。ご協力頂
いた皆さんありがとうございました。

～～事故ゼロ運動～～
今期間、残念ながら就業帰途の傷害事故が
１件、家事援助での賠償事故１件が発生しました。
慣れた道、慣れた作業でも、くれぐれも気をつけ
て、何より安全第一でお仕事にあたっていただくよ
うお願いします。

無事故達成日数
傷害事故 ５日
賠償事故 ６日 （１２月３日現在）
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
☆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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チャレンジ講座「技能講習会」の報告
１１月２日業平作業所において「網戸・障子張替講習会」を実施。５名が参加し、熱心に技能習得に励ま
れました。技能の伝承のために今後も継続し、就業会員を養成していきたいと思いますので、興味のある
方は次回是非ご参加ください。

チャレンジ講座「調理実習」の報告
１１月３０日「高齢者の食生活を考える」と題し、市民センター料理室で、調理実習も含めた勉強会を
開催しました。１６人の参加があり、「いずみ会」講師による調理実習のあとは、高齢期の食生活の大切さ
の情報交換を行いました。

チャレンジ講座とは、会員増強及び入会促進、技術・技能の向上を目的として、６０歳以上の芦屋市在住の
６０歳以上の方ならどなたでも受講できる講座です。

小町カフェからのお知らせです！
１０月に１周年を迎えた「小町カフェ」では、来店者の少ない午前の時間を利用して【小町サロン】と
称し、いろいろなイベントを企画しています。
美味しい珈琲を飲みながら楽しく交流しています。会員・市民どなたでも参加できますので、是非一
度 お越しください。

・・・これまでのご報告・・・
★１０月２５日【昭和について話そう】７人参加
モニターに映った昭和初期の懐かしい風景を見ながら
語り合いました。
★１１月２９日【俳句に挑戦】６人参加
気に留めなければただ過ぎ去っていく日常が意識することで輝きだします。気取らずに、自分が感じ
たままを言葉で表現。参加者皆で楽しく感動を共有しました。

１２月６日(木)はクリスマス会 １０時～１１時半（１２席・先着順）
有機栽培の美味しいコーヒーと手作りケーキを頂きながら、交流しませんか！
お楽しみマジックショーもあります。会員以外のお友達も大歓迎！是非ご来店
ください。（参加費：５００円コーヒー＆ケーキ）
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認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座を開催しました
１１月２９日認知症サポーター養成講座を開催。８名の会員が受
講、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を地域で温かく見
守る事の重要性について学びました。現在サポーターの会員数は
２５４名になりました。
会員全員が認知症サポーターを目指し、未受講の方は次回２
月２０日（水）にぜひご参加ください！

兵シ協阪神ブロック役職員研修に参加しました
１１月２９日（木）兵シ協阪神ブロック役職員視察研修に櫻井・廣田理事と職員の大谷の３名で参加しました。
阪神ブロックの各シルバー人材センターから総勢３０名の役職員が参加し、派遣事業の実績が飛躍的に伸び
ている徳島市シルバー人材センターへお伺いしました。
当初は、受託事業（請負・委託）から派遣事業への切
替えを重点的に行うことにより実績を確保、その後、商
工会議所の事業所データを活用し、積極的に営業活動
を行った結果、新規の受注を増加させたとの説明を受
けました。
また、会員増強の取り組みについてのお話などもあ
り、各センターからも様々な意見が飛び交い、有意義な
情報交換の場となりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

後期会員研修バスツアーに行ってきました
１１月２１日(水)実施の後期会員研修バスツアーは岡山の旅、７７名の
会員が参加しました。晴天に恵まれ、寒さを感じることなく楽しく、有意義
な研修になりました。
備前市森林公園「閑谷の森」では、美しい紅葉を見ることもできました。
ゆのごう館での昼食も美味しくいただき、初めて参加された会員さんも、
久しぶりに参加された会員さんもカラオケや入浴を楽しめたと思います。
来年度の研修バスツアーも楽しみにしているとの声もありました。
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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（12 月は中会議室）
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
１２/２２・１/２６（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

１２/１・１５、１/５・１９（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

１２/４・１８、１/１５・２９（火）13：30～14：30

１２/４・１８、１/１５・２９（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ワード中級 2019.1／7・21・28（月)
②写真の世界を広げよう 2019.1／11・18・25（金)
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スマホ・タブレット個人教室 2019.1／7・21・28（月)
②個人教室 2019.1／9・16・23・30（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

●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 １２/１４（金）・ １/２３（水） 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
●１２月：マカロンのストラップ （１０・１１月は終了しました）
日程： １２/８（土） ・ １２/１３（木）
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：１２/１３・２７，１/１０・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
上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！

●１２/４・１８、１/１５・２９（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：１２/５・１９、１/１６・３０（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：１２/１０・１７（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！

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

活動日・場所

お知らせ・コメントなど・・・

１１月２１日 小野グランドでのコンペを以て本年度の ASG 会コンペは終了致しました。
今年も皆様のご協力により、６回のコンペを盛大に開催できましたことを、感謝致します。
又、今年も新しい仲間が参入され益々活況を呈して参りました。来年は４月１７日（水）
有馬富士 CC でのプレーを予定しています。今後共宜しくお願い致します。
幹事一同
初心者からプロ級の方までどなたでも
毎週水曜日・9：30～12：00
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～
はつらつ館 ２階中会議室

カメラ愛好会です。是非見学に来てください。
問合せ：黒住

定例会：毎月第２・４木曜日
13～16 時 はつらつ館２階中会議室

各人個性豊かに自由に楽しく描いています。
初心者の方も歓迎！見に来てください。

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

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。当日突然参加もＯＫ！

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

ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

映画を観て感動を分かち合います。
奇数月第２火曜・はつらつ館中会議室

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
次回上映日：２０１９年１月８日(火)１３：３０～

麻雀同好会
(すずめクラブ)

１２月８日(土) ９時～１２時
女性会員の方！女子会にご参加ください。
12 月 15 日(土)13 時～16 時（女子会） 今は８名くらいで楽しんでいます。初心者大
歓迎！丁寧にアドバイスさせていただきます。
１２月２２日(土)１３時～１６時

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

～【忘年発表会】～開催日：１２月１８日（火） １３～１７時
（＊先着２０名程度）
場所：ライブカフェ・イージェイ （茶屋ノ町１－１第１ブラウンビル２階） ＴＥＬ：78-8789
会費：２，０００円（軽食・お茶・参加賞付） ＊各自、飲物・つまみ等持込み可
集合：１２時５０分・はつらつ館２階中会議室
申込み：岡垣 巻野

(デジイチ会)

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”

はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

将棋同好会
アンサンブル
同好会♪ど～れ♪

ウクレレ同好

毎月第２月曜日・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

１２月１３日・２７日 9：30～12：00
はつらつ館２階 中会議室

クラブ「たびとも」

未経験の方も楽しめます。介護予防効果も
あります。とにかく一度見学に来て下さい。

その日のメンバーで対戦しています。今年
の指し納めです。初心者も歓迎致します。

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。
第３火曜 10～12 時 （市内別会場）
＊問合せ：入部まで
毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
はつらつ館 （作業室１又は２）

（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

チャップリンの『街の灯』（83 分）

はつらつ館２階 作業室

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！♪ギターもＯＫ
ＪＡＺＺ(ジャズ)の名曲を聴いています。
音と映像でジャズの世界を楽しみましょう！

プロジェクター・スクリーンでの旅行を楽しんでいます。１２月は、メンバー多忙で休会します
１１月１７日（土）恒例の忘年会に１０名が参加。

はつらつ館から城山を目指しました。
頂上で解禁されたばかりのボジョレーで乾杯。
（通算４６回目） その後高座の滝へ向い、お参りのあと
茶屋名物のおでんを頂きながら親睦を深めました。
＊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、正面玄関は閉鎖しています。はつらつ館・西側の扉が入口になります。

歩こう会ご報告
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お仕事の紹介（請負・委任）

掃除

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
曜日相談
17：30～翌 9：00
水・土・日
7：00～11：00
日 11：00～19：30
曜日相談
11：00～13：00
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
週２～４
14：30～19：30
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

食事づくり
育児支援

１名

風呂掃除

月・水・金
8：00～10：30
月・木
8：30～10：30
月・水・金
7：00～10：00
月・火・金
7：00～10：00
週４日程度
9：00～16：00
水・木（月・土）
9：00～15：00
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

掃除

１名

掃除
洗濯

１名

食事作り
１名

掃除

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

3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！
１２月２６日
１月３０日

１名
１名
1名
２名
１名
１名

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
10：00～14：00
14：00～18：00

食事作り

週１～２回
午前３時間
週２～３回
13：00～16：00
週２回
18：00～20：00
金
１時間
土
15：00～17：00
週２～３日月
午前３～４時間
火・木
午前３～４時間
週１回
2 時間

１名

配分金の支払日
１１月就業分
１２月就業分

１２月１４日（金）
１月１８日（金）

入会希望者説明会の日程
１２月１１日（火）
１月８日（火）

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
１２月１２日（水）
●はつらつ館
１２月２６日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

1名

１名

(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)

1名

新入会員です！よろしくお願いします

1名

１名
1名
3名
3名
2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

芦屋市シルバー人材センター女性の会

第５回「芦やん小町」女性の集いのお誘い
１月２６日(土)市民センター３０１・３０２号室で、第５回「芦やん小町」女性の集いを開催します。詳細は
別紙をご覧ください。会員でなくても、市内在住の６０歳以上の女性であれば参加 OK。是非お友達や姉妹
を誘って一緒に楽しみましょう！ また、当日ボランティアでお手伝いをしてもいいわよ！という方を５名ほ
ど募集しています。事務局の太田までご連絡下さい！

保育所ボランティアにご参加を！
伝承遊びや将棋、会員の手づくりおもちゃで遊ぶ、豆まき鬼になって一緒に遊ぶ、などなど、保育所
ボランティアへの参加をお願いします。たくさんの皆さんのご参加お待ちしています。事務局に参加受
付名簿を置いていますのでご記入ください。現地集合・現地解散です。
地域支援委員会
１月８日（火）

新浜保育所

新浜町１-１

10：00～

伝承遊び・震災の話

１月９日（水）

精道保育所

精道町９－１６０

10：00～

伝承遊び・手作りおもちゃ

１月１５日(火）

打出保育所

宮川町４－１

10：00～

伝承遊び

１月２４日（木）

緑保育所

緑町２－４

10：00～

伝承遊び・手作りおもちゃ

１月２８日（月）

大東保育所

新浜町８－１

10：00～

伝承遊び・お手玉・将棋

２月５日（火）

岩園保育所

岩園町２－１８

10：00～

伝承遊び・豆まき

新年を迎える前に・・・やっておかなくちゃ！！
パソコン年賀状個人教室
12/10･17 受講料 各 2500 円
13:30～15：30

網戸・ふすま・障子、張替え

年賀状宛名書いたします！

技能班が引き取りからお届けまで

パソコンでも、毛筆でもＯＫ！

責任をもってお受けします！

新年はよく切れる包丁で！

芦屋霊園内のお墓清掃

窓拭き・網戸掃除

12/26（水）10:00～12:00
はつらつ館で刃とぎ開催

お墓清掃班が貴方代わって
お墓清掃を承ります！

ＭＡＮパワーチームが
承ります！

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：１２/５・２６、１/１６・３０（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 ： １２月２５日（火）１５：００～
●場所 ： はつらつ館内

芦やん小町「お手玉の会」 １２月はお休みです！
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。
就業相談窓口 ＊予約はいりません
適正就業推進委員が就業の相談を受付ます。日時：１２月２０日（木）9：30～12：00
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