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会 員 数 

１，１４８名 
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（１月末現在） 

 

 

第５回芦やん小町「女性の集い」を開催しました！ 
１月２６日(土)、市民センターで開催された女性の集いに７４名が集結しました。今回は、みんなで楽しく参

加できるイベントとしてミュージカルの振り付けを教えて頂きました。その後は恒例の茶話会タイムと抽選会

がありました。詳細は後日発行の「芦やん小町通信」でご報告いたしますのでお楽しみに。 

  

 

シニアライフ・トータルサポート講座 

お墓の話と永代供養 
遠い実家のお墓、後継ぎがいない、永代供養ってど

うするの？これからお墓をどうすればいい？ 

そんな疑問に答えます。 

●日 時：３月９日(土)１０：００～１１：３０ 

●講 師：お墓ディレクター１級 塩田 結氏 

●場 所：はつらつ館 大会議室 

●受講料：５００円(要申込・当日払い) 

●定 員：５０名（定員になり次第締め切ります）  

 傾聴グループ「はつらつコール」 

市民公開セミナー 
ハッピーコミュニケーション！ 

～聞く・聴く・訊くから始めよう～ 

これからの人生が豊かで実りあるものになること間

違いなし！是非ご参加を！  

●日 時：３月１６日（土）１３：３０～１５：３０ 

●講 師：ラジオパーソナリティ 増井孝子氏 

●場 所：芦屋市民センター３０１号室 

●受講料：５００円(要申込・当日払い)●定員：８０名   

 

会員スキルアップ・接遇講習会のご案内 
「接遇」という言葉をご存知ですか？辞書には「もてなすこと。接待すること」などと記載されているようで

すが、その本質とは？この機会に今後の就業に活かせるよう、しっかり勉強しましょう。 

●日時：３月５日（火）・６日（水）１３:３０～１５:３０（両日とも同じ内容） 

●場所：はつらつ館 大会議室  ●定員：５０名 

●内容： ①個人情報と守秘義務の重要性について  ②接遇について 

＊来年度から芦屋市は公共施設については包括管理として民間に委託することとなります。 

当センターが現在受託している芦屋市民センター・老人福祉会館などの受付業務、福祉センター駐車場

管理のほか、清掃業務など数か所はこの包括管理での受託となります。この業務に就いている会員につい

ては、この講習会は必須とし、別途ご案内をいたしますので、必ず受講するようお願いします。 



１ 月 活 動 実 績 
8  入会説明会 

11  第７回会員活動委員会 
15  新入会員オリエンテーション 
18  第１０回事業運営部会 

  兵シ協職員勉強会（森川） 
24  エイジレス研修（今井・森川） 

  阪神ブロック臨時会議（常務・大谷） 
26  第５回芦やん小町「女性の集い」 
28  第９回広報委員会 

  事務局会議 
29～30 役職員先進シルバー視察研修 

（尾道市・福山市） 
29  兵シ協事務局長会議 

事業運営部会 
●第１０回 （１月１８日） 
・平成３０年度第３・四半期事業実績報告 

・企画提案事業について 

・保育所ボランティアについて 

・第２次中期事業計画について 

専門委員会 
●第７回 会員活動委員会（１月１１日） 
・後期会員研修アンケート報告 

・シルバーフェスティバルについて 

・次年度の事業計画について 

●第９回 広報委員会（１月２８日） 
・しるば～たいむずについて 

・「はつらつ芦屋」２８号について 

・次年度の事業計画について 
 

 
 

 

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：２月２１日（木）9：30～12：00 中会議室 
 

 

事務所お仕事紹介コーナーに 

なんでも相談箱を設置しています 
月一回事業運営部会で開封します。 

就業以外のことでもＯＫです。 

ＭＡＮパワーチーム意見交換会を開催 
１月２３日、ＭＡＮパワーチームの意見交換会に

１９名の男性家事に就業する会員が参加。ＭＡＮ

パワー事業推進会メンバーの森山会員から、現在

試験的に実施しているパソコン、スマートフォン等を

使った就業可能日の登録・運用方法について説明

を受けました。その後、ＭＡＮパワーチームの作業

別安全就業基準について協議、日々安全に就業

するため、活発に意見を出し合いました。会員相互

の情報共有を図る良い機会となりました。

 

１月の安全パトロール 
１月１５日、永井委員長、亀岡・清水委員、大谷

職員が剪定・除草・マンションの現場５か所を巡回。 

寒い中、安全に気を配りながらも楽しく就業している

会員の姿に委員も誇らしさを感じたとのことでした。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間、事故ゼロ！是非これを継続しましょう！  

 

無事故達成日数 

    傷害事故   ６８日 

     賠償事故   ６９日 （２月４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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役職員先進シルバー視察研修報告 
１月２９日・３０日、役職員１３名で広島県尾道市・福山市の２センターを訪問しました。ポイント制度、安全・

適正就業、派遣事業等など、多くの参考になる内容となりました。 

理 事 ： 森 山  弘    

今回、１日目が尾道市シルバー人材センター、２日目

は福山市シルバー人材センターを訪問し、両センターの

幹部に芦屋センターが関心を持つ項目について聞かせて

いただいた。両センターの基幹事業は剪定・除草班で、当

センターの剪定・除草班合わせて計約60名（会員の

0.5％）に比べて、尾道センターは両業務で約250名（同

25％）、福山センターでは計220名（同16％）。 

剪定・除草班での問題は人員不足・後継者不足が共に３センターの共通の悩みでした。尾道市ではポイ

ント制度を導入しており、新会員増員施策として、会員による新会員紹介・獲得が目的で、会員活動の活

性化と成功報酬として導入し、一定の成果を上げていた。ポイント制度導入には導入目的を明確にして実

施する必要性を感じた。また観光地としてシルバー観光ガイド事業などは尾道ならではの取り組みである。 

福山市は剪定・除草班の他に工業都市としての派遣事業の需要に対応している。特にセンター運営体

制が確立されており、地域毎・職域班毎に柔軟に班長、副班

長、リーダー、サブリーダー体制が明確に構築出来ており、事務

局との役割分担を明確にしている。役割にあった、対価を活動

支援費の中で計上しており、当センターでも是非とも検討する必

要があると感じた。その他、女性の活動状況や公平公正な就業

機会提供のために就業期間の取扱を適正就業取扱基準で明

文化しおり、ワークシェアリングの就業期間延長の考え方を明確

にして運営していた。 

両センターとも大勢の幹部に参加していただき有意義な研修

でした。 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

理 事 ： 石 野  由紀子    

１月２９日・３０日、広島県尾道市シルバー人材センター

と福山市シルバー人材センターに視察研修でお世話になり

ました。尾道市シルバー人材センターに到着して、まず驚

いたのは、なんと広い敷地と建物なんだということです。 

特に興味を持った事業は尾道市からの依頼で、布団消

毒乾燥車で各地域を回っているお仕事です。消毒乾燥車

は１回４００円で約４０分、４枚の布団をきれいに消毒する

のですが、これは画期的で、こんな仕事があるのかと感心しました。これは利用者も有難いと思います。 

高齢者比率が高い住宅都市の芦屋市でも、チャレンジしたいものです。 

翌日の福山市シルバーも広島県産業会館の跡地でこれもかなり広く大きな建物でした。羨ましい限りで

す。ここで感心したのは適正就業の観点から、公共の仕事をワークシェア、公募をされていました。会員に

対して公平に実施されており、是非とも芦屋シルバーもこの知恵を拝借し、さらに公正な就業の提案ができ

れば、会員にも喜んでいただけることでしょう。ただ、両センターとも女性の活躍が少なく、独自事業や同好

会もまだまだ少ない様子で、これについては芦屋シルバーは恵まれていると思います。両センターの素晴

らしいところは充分吸収して、芦屋市シルバー人材センターが益々発展できれば良いと考えます。 

羨ましい広さの尾道市ＳＣロビー（何と無償だそうです！） 

布団消毒乾燥車を見学 
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   会員対象 各種講座等のおしらせ 

安全委員会主催  健康安全講座～健康で楽しく過ごすために～ 
先月号でお知らせしましたが２月１日から受付を開始しています。血管年齢や体組成計を使って体脂肪

率・筋肉量等の測定のほか、講座では健診結果の見方などを教えていただけます。 

血管年齢測定は上腕部で計測しますので薄手のシャツを着用、また生年月日を入力するため、情報開示

の承諾が必要です。体組成計は靴下を脱ぐ必要がありますのでご準備をよろしくお願いします。 

 

 日 時 ２月１８日（月） １３：３０～１５：３０    定 員 ３０名（定員になり次第締め切り）   

 場 所 芦屋市保健福祉センター 会議室 （芦屋市呉川町１４－９） 

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：２/６・２０、３/６・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・窓掃除研修 
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除の研修を行います。出席は男女問わず。 

ぜひご参加ください。   ●日時 ： ２月２６日（火）１５：００～    ●場所 ： はつらつ館内 

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っています。 

１度は必ず受講して下さいね！  

  ●日 時 ：２月２０日（水）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 

「福祉・家事援助サービス研修会」にご参加を！ 
下記日程で行いますので、福祉・家事援助サービス就業の対象会員は出来る限り出席して下さい。 

（内容は別途ご案内いたします）。 

３月１８日(月)13：30～16：00 『就業中の事故について～こんなときどうする？』（仮題） 

３月１９日(火)13：30～16：00 『家事援助サービスの基本』（仮題） 

●場所：はつらつ館2Ｆ大会議室                  家事援助担当：今井・箱﨑 

芦やん小町「お手玉の会」 ２月はお休みです！ 
 

はつらつ憩サロン  

＝体験のお誘い＝ 
周りの方でお出かけがおっくうになっている人、一人で食事をしている人はいませんか？はつらつ憩サロ

ンに誘ってみて下さい。一人で家にいないでお出かけしてみんなで楽しい時間を過ごしましょう。 

●対象者：市内在住の６５歳以上の方（送迎はありません）  ●体験参加費：４００円 

●実施日時：体験時間10：00～11：30（各日共通）   ●場所：はつらつ館 大会議室 

2月7日（木） 「俳句を楽しもう」 

俳句の世界を経験してみよう！ 

2月21日（木） 「ゲームで遊ぼう！」 

ペットボトルボーリングや 

輪投げやで楽しもう！ 

2月18日（月） 3月4日（月） 

 

 

未受講の会員や、新入会員は 

出来るだけ受講して下さい！ 
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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 

（原則毎月第４土曜） １５名程度 

２/２３・３/２３（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 

らくらく・イングリッシュ２５名程度 
２/２・１６、３/２・１６（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） 
Japan Newsの社説を英文・和文で読む １０名程度 

２/５・１９、３/５・１９（火）13：30～14：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

NEW入門英会話（原則第１・３火曜日） 
ABCを最初から(個別サポートあり) １５名程度 

２/５・１９、３/５・１９（火）14：30～15：30 

 ●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エクセル中級 3/8・15・22・29（金） 

②SNSって何？ 3/11・18・25（月） 

時 間：①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

受講料：①4回2,500円 ②3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 

③個人教室 3/6・13・ 20・ 27（水）   

④スマホ・タブレット個人教室 3/11・18・25（月） 

時 間：③④10:00～12:00 

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） 

プロが撮る記念の１枚！「はつらつ写真館」  会員は特別割引！ 

●日時：４月４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。） 

NEW  ◆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！ 

●日時 ２/２７（水） ・ ３/２７（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 

着 付 教 室  
●日程：２/１４・２８、３/１４・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 
●２/５・１９、３/５・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：２/６・２０、３/６・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 
 

問合せ・申込みは事務局へ ☎０７９７－３２－１４１４ 
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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） 活動日・場所 お知らせ・コメントなど・・・ 

ゴルフ同好会（ＡＳＧ会） 冬季はお休みです。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。 

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です。 

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 

カメラ愛好会です。どんな活動をしているか 

一度見学に来てください。 

絵画クラブ 

“ＯＬＩＶＥ” 
２月1４日・2８日（木）１３時～１６時  

はつらつ館２階中会議室＊初心者歓迎 

先生はいません。だから各自が自由に描いてい

ます。2時間だけの木曜画家になりませんか？ 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

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。当日突然参加でも大丈夫！ 

編物同好会から【手芸同好会】に名称変更！ 活動日は、毎月第3火曜日 9：30～12：00 作業室２ 

＊編物に限らず、手芸何でも楽しめる同好会になりました。和気あいあいと自由に作品作りをしましょう。見学自由 

ビデオ散歩 

倶楽部 

３月は 12日 ＊奇数月の第２火曜 

はつらつ館中会議室 当日自由参加 

映画を観て語り共に感動しましょう！次回作品

は事務局だよりでお知らせします。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
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) 

２月９日（土）9：00～12：00 

２月1６日（土）13：00～16：00女子会 

２月2３日（土）13：00～16：00 

リーグ戦あと 4 回、追い込みです。皆さんの健闘を！ 

第 6回女子会にもご参加ください。メンバーも増えてき

ました。初心者でも大丈夫です。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

２月１９日（第３火曜） 13時～16時 

カラオケ 「パティオ」 （打出町３－３０） 

使用部屋： №４ ・ ５ ・ ９ 号室  

参加費：600円（ソフトドリンク付）＊19時迄可 

新曲から懐メロまで楽しく歌っています。受付で

“シルバーひばりクラブ”とお伝えください。 

将棋同好会 
２月１４日・２８日 9：30～12：00 

はつらつ館２階中会議室 ＊見学自由 

今ブームの【将棋】を体験してみませんか？当日

のメンバーで対局します。覗いてみて下さい 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 
第１土曜14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） 

２月は５日と１９日（水）13：30～ 

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！～ギターもＯＫ見学自由 

ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 

Ｊａｚｚを楽しむ会 
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！ 

クラブ 

「たびとも」 
2月8日(金)13：00 ～中会議室 

プロジェクター・スクリーンでの旅行！ 

今回は、ロシア・シベリアの鉄道の旅（中嶋壽雄会

員編）をご紹介。旅の体験を語りましょう 

コーラス同好会 

2月4日（月）・18日(月)13：30～ 

場所：はつらつ館中会議室又は作業室 

♪♪1月に立ち上がったばかりです。 

1月17日の初顔合わせには 10名程が参加。 

発声練習から始まり、愛唱歌等数曲を唄ってみま

した。（会場都合で 2月は月曜です） 

～❤～❤～ またまた・・・新しく・・・同好会が立ち上がりそうです！ ～❤～❤～（予告）～❤ 

コントラクトブリッジ

（ＡＳＣＢ）研究会 

毎月第２日曜日の午後に活動予定です。 トランプを使ったカードゲームです。 

場所：池田泉州銀行芦屋支店（大原町）2階会議室です。 

4月14日(日) 13：３0から、第1回目として説明会を予定しています。  

★連絡先：鈴木 認知症予防にもなります。一緒にはじめませんか！ 

お名前と連絡先をメッセージに入れてくだされば、折り返しご連絡いたします。 
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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 人数 

  

週２～３回 

11～15：00のうち 

３時間 

１名 

  
曜日相談 

7：00～11：00 
17：00～20：00 

１名 

  

土・日 

7：00～9：00 

18：00～20：00 

3名 

  
金9：00～11：00 
土8：00～10：00 

１名 

  
週２～３回 

16：00～20：00 
２名 

  
週4日（土日含） 

8：30～13：00 
２名 

  
要相談 

8：00～18：00 
２名 

  
木・金 

7：00～9：30 
１名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ（4交代） 
10：00～22：00の間 

１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
曜日相談 

8：00～12：00 

12：00～16：00 

１名 

  
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

10：00～14：00 

14：00～18：00 

１名 

  
週4～5回 

８時半までに２時間 

夕方１時間 
1名 

  
月・水・金 

8：00～10：30 
1名 

  
月～金 

8：00～9：00 
1名 

  
火・土 

8：00～9：00 
1名 

  
月・火・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・水・金 

5時間 
１名 

  
月・水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
火・水 

8：20～12：20 
１名 

  
月 

午前２時間 
１名 

  
週１回(火以外) 

１時間 
１名 

  
週１回 

２時間程度 
１名 

  
週１～２回 

午前３時間 
１名 

  
週２～３回 

13：00～16：00 
１名 

  
週２回 

18：00～20：00 
１名 

  
金 

１時間 
１名 

  
土 

午前３時間 
１名 

  
週１回 

２．５時間 
１名 

  
土 

午前２時間 
１名 

  
金 

16：00～18：00 
１名 

  
月2回 水か金 

14：00～16：00 
１名 

  
土 

午前２時間 
１名 

  
週２～３日 

午前３～４時間 
１名 

  
週１回 

2時間 
１名 

 

配分金の支払日 
１月就業分 ２月１５日（金） 

２月就業分 ３月１５日（金） 

 ＊配分金の支払日は原則として１５日（お休みの

場合は直前の営業日）。 

＊但し１月と５月は１８日となります。 

 
 

入会希望者説明会の日程 
２月１２日（火） 

３月１２日（火） 

出張入会説明会を開催します！ 
毎月定例の第２火曜日がダメな方、三条集会所が

近い方など、お知り合いに宣伝して下さい！ 

申し込みは電話でも OKです。 

２月６日（水）10：00～ 場所：三条集会所 
 

 

 

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 
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刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」    ２月１３日（水） 

●はつらつ館       ２月２７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) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

刃とぎ班就業会員募集！ 
出来れば経験のある方（家の包丁を研いでいる等）が
いいですが、前向きで意欲のある方なら大丈夫です！ 

 

はつらつ野菜市１・2月お休みです 
１月・２月はお休み。３月２７日（水）に開催します！ 

 

養父市・三田市のお米販売中!! 
美味しいお米を販売しています。 

ぜひご購入下さい！ 
 

 

広報委員会の委員を募集します！

（男性１名） 
広報委員会は、会報「はつらつ芦屋」や、広報紙

「しるば～たいむず」の編集を始め、ホームページ

やチラシづくりなど、センターの広報を一手に引き

受けています。編集の経験がある人、文章を書くの

が好きな人、パソコン操作が出来る人を募集しま

す。一緒に活動しませんか？自薦・他薦を問いま

せん。 
 
 

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：２/１８・２５（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 
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 
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！ 

 
 

平成３１年度 年会費受付開始！ 
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。おつりの無いようにしていただければ  

助かります。（２４００円） 

退会手続きについて 
平成３１年度に会員継続の意思の無い方は、３月末 

までに必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。 

手続きのない場合は、新年度会費が必要になります。 
 

 
 

今年の保育所ボランティアは２月５日の岩園保育

所で終了です。参加して下さった会員の皆さん本当

にありがとうございます。詳細については、来月号

でご報告させていただきます！ 

小町カフェからのお知らせ～小町サロン～ 
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。 

★第３回【小町カフェの井戸端会議】 ２月１４日（木）10：00～11：30 飲物代 ３００円 

昭和について話そう！昭和初期の懐かしい風景をモニターに映して語り合いましょう！ 

★【小町カフェの雛まつり】 ３月１日（金） 10：00～11：30 ケーキ・飲物代 ５００円 

    折り紙でお内裏様とお雛様を折ります！童心にかえって楽しく遊びましょう！  

★第２回【小町カフェ・詩吟の会】 ３月１４日（木）10：00～11：30 飲物代 ３００円 

詩吟に挑戦！腹式呼吸で楽しく健康になりましょう！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

営業時間：月～土曜日の９：００～１７：００ 
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