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清掃ボランティアに参加ください！ 
毎年１０月の全国シルバーの日に実施していますが、今年は季節の良い春にも

企画しました。比較的どの場所もきれいな芦屋市内ですが、たばこや空き缶のポイ

捨てはまだまだ多いようです。揃いの黄色いブルゾンを着て、２号線を清掃し、私た

ちの街“芦屋”を通過する車に『ポイ捨て禁止！』をアピールしましょう！ 

●日時：４月１３日(土)9：30集合(9：15受付開始)  

●清掃場所：２号線沿い（１時間半程度） 
＊入会時お渡しの黄色いブルゾンを着用してください。＊申込は事務局まで。お電話でも結構です！ 

 

広報委員会から「はつらつ芦屋」の表紙・投稿募集！  
①センター会報「はつらつ芦屋」表紙の募集・・・・会員自身の絵画や写真 

●表紙にふさわしい、芦屋市内の風景等で未発表のもの。これまでの会報のイメー

ジを参考に、発行月(７月・１月)の季節感を考慮してください。 

●提出方法：写真、絵画は撮影したものをプリントアウトしてご提出ください。お預かり

した写真は返却いたしませんのでご了承ください。 

＊表紙のサイズにあてはまること ＊立体的な作品を撮った写真等は不可 

 ●選考：広報委員会が行います。 

これまでの会報をご覧になりたい方は、事務局で閲覧できます。ホームページにも掲載されています。 

 ②投稿の募集 

 『芦屋のココが好き』と題し、あなたがお勧めしたい芦屋の魅力、見どころを原稿用紙１枚程度にまとめ

てください。写真の提供もお願いします。 

締切は４月８日（月）です。多数のご応募お待ちしています！ 
 

会員募集の街頭宣伝活動を実施しました 
昨年度末の会員数は１１０９名。今年度末、これを下回る可能性が！なんとか会員数を伸ばそうというこ

とで、急遽企画委員会で検討し、２月２６日南宮町のスーパーＫＯＨＹＯ前、２８日はＪＲ芦屋駅前で街頭宣

伝活動を実施。理事長はじめ、役員及び企画委員が会員募集のチラシ等を約７００部を配布しました。 

３月の入会説明会は１２日、是非皆さんもお知り合いにお声掛けをお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 



２ 月 活 動 実 績 
6  出張入会説明会(三条集会所) 
7  第７回安全委員会 

12  入会説明会 
13  第６回企画委員会 
15  第１1回事業運営部会 
19  新入会員オリエンテーション 
21  第５回適正就業推進委員会 
25  第１０回広報委員会 
26  第６回地域支援委員会 

  阪神ブロック職員研修会(森川・大谷) 
27  事務局会議 
28  隣接シルバー理事長会議 

事業運営部会 
●第１１回 （２月１５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 

・第２次中期事業計画について 

専門委員会 
●第６回 安全委員会（２月７日） 
・健康安全講座の報告 

・安全就業基準の検討について 

・３１年度安全就業推進大会の開催について 

・来年事業動計画について 

・第５１号安全委員会だよりの発行について 

●第６回 企画委員会（２月１３日） 
・会員増強について（緊急街頭宣伝） 

・接遇講習会について 

・企画提案事業について 

・来年度事業計画について 

●第５回 適正就業推進委員会（２月２１日） 
・３１年度事業計画と開催日程について 

・長期就業者への周知について 

・４月以降の就業相談日について 

●第１０回 広報委員会（２月２５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 

●第６回 地域支援委員会（２月２６日） 
・保育所ボランティア実施報告 

・家事援助サービス講習会について 

・ボランティアグループについて 

・来年度活動計画について 

 

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 

 

２月の安全パトロール 
２月１２日、永井委員長、梶谷・八木委員、羽渕

主幹が剪定・マンションの現場３か所を巡回。「事故

はいつも隣にある。気をつけないといけない」という

会員の声もあり、安全に気をつけて就業している様

子がうかがえました。 

 
２/１８に実施した健康安全講座については、

同封の安全だよりをご覧下さいね！ 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
残念ながら今期間、傷害事故（清掃作業中の転

倒）が１件、賠償事故（配布業務中の物損）が１件

発生。皆さん安全への意識を高めましょう！  
 

無事故達成日数 

    傷害事故   ２５日 

     賠償事故    ５日 （３月４日現在） 

 

 

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。 
 

 

定時総会日時決定！ 
平成３１年度総会開催日が決まりました。 

５月３０日（木）午後１時１５分から、ルナ・ホールで

開催されます。総会への出席は会員としての義務

でもあります。是非予定をあけておいてください。 
 

 

センターの広報紙｢しるば～たいむず｣  

第１７号が全戸配布されています。様々な

事業紹介を掲載しています。 

お知り合いにも入会促進、仕事の発注等、

宣伝をお願いします 
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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 

  
随 時 

公光・三条・翠ケ丘 
各1名 

  

火以外・月10回程 

8：00～22：00の

間でローテーション 

１名 

  
土・日 

8：30～16：30 
１名 

  

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 

  
火～日 

12：00～15：00 
２名 

  
曜日相談 

6：00～9：00 
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 

  
月・水・金 

8：00～10：30 
1名 

  
月～金 

8：00～9：00 

1～2

名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・土 

8：00～9：00 
1名 

  
月・火・金 

7：00～10：00 
１名 

  
月・（水）・金 

6：00～３時間 
１名 

  
月・水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
週４日程(土日祝有) 

9：00～16：00 
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 

 

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 

   

   

    

   
 

＝ 職 員 紹 介 ＝ 
３月から採用となりました松本和也

です。初めての仕事ですが、元気

はつらつと頑張って行きたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
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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：３/６・２０、４/３・１７（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 ： ３月２６日（火）１３：３０～    ●場所 ： はつらつ館内 

「福祉・家事援助サービス研修会」にご参加を！ 
福祉・家事援助サービス就業の対象会員には案内を郵送しましたが、年に１度の研修会となりますので、 

出来る限り出席して下さい。（出欠がまだの方は早急にご連絡下さい）。 

３月１８日(月)13：30～16：00 『就業中の事故について～安全就業について考える～』 

３月１９日(火)13：30～16：00 ハウスクリーニング講習『「キレイのオーラ」の作り方』 

当日持ち物：①タオル②ハンカチタオル③歯ブラシ１本④レジ袋１枚 

・・・すべて使い古しのもので結構です・・・ 

●場所：はつらつ館2Ｆ大会議室   ●申込締切：３月１５日（金）        家事援助担当：今井・箱﨑 

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１３：３０～１５：００／大会議室）⇒３月１２日（火） 

高齢者施設でボランティア活動をしました。皆で輪になって歌いながら隣の人にお手玉を手渡す遊びは、

楽しそうな笑顔と声で溢れていました。どこか懐かしく優しい気持ちになった時間でした。 

（３月は２１日が休日の為、１２日が練習日になります。お手玉作りはお休みです。） 
 

地域支援委員会主催の講座を開催しました！ 
芦屋市消費生活センター講座 

２月５日芦屋市消費生活センターの「悪徳商法・

消費者トラブルを防ぐために～地域で見守る～」

と題した芦屋市生涯学習出前講座を開催、１７名

の会員が受講しました。最近のトラブル事例・傾

向から自分自身の身を守る方法、地域の見守り

等について学ぶ良い機会となりました。 

認知症サポーター養成講座 
２月２０日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。これで認知症サポーターの会員数は２

６０名となりました。地域支援委員会では、会員全員が認

知症サポーターを目指しています。来年度も引き続き開

催する予定ですので、未受講の方はぜひご参加くださ

い！ 

 

会員による新規企画事業に５件の提案がありました 
昨年１０月募集をした新規企画事業。１２月１０日、企画委員会で５件の提案のヒアリングを行い、この４

月から「絵手紙教室」と「大人のピアノ教室・キーボード教室」の２件の事業が立ち上がることになりました。

他の提案についても、実施を検討中。随時お知らせいたします。 
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      市民公開 各種講座等のおしらせ 
NEW 絵手紙教室（原則第３木曜日） 

絵が得意でなくても大丈夫！楽しく描こう！定員１５名 

開講日：４月１８日（木） 

9：30～11：30 

 ●受講料：６０００円 

(月１回で全６回・前納) 

NEWキーボード教室（原則第１・３火曜日） 
３カ月で１曲を両手で弾こう！（グループレッスン） 

開講日：４月２日（火）10：00～11：00 

●受講料：３０００円（月２回・前納) 

NEW大人のピアノ教室（第２・４土曜日午後） 

４月開講 ワンレッスン５０分(個人指導) 
●受講料：５０００円（月２回・前納) 

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 

３/２３・４/２７（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 
３/２・１６、４/６・２０（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 

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 

３/５・１９、４/２・１６（火）13：30～14：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

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 

３/５・１９、４/２・１６（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 

①Officeを使おう 4/8・15・22（月） 

時 間：10:00～12:00 

受講料：3回 2,000円（教材費別）（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 

②スマホ・タブレット個人教室 4/10・17・24（水）   

③個人教室 4/5・12・ 19・ 26（金） 

時 間：②③10:00～12:00 

受講料：②③各日2時間 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！ 

●日時 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 

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。） 

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 
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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） 

平成３１年度コンペ～春の訪れと共に開催します。皆様のご参加をお待ちしております。 

場所：有馬富士ｶﾝﾂﾘｰクラブ（三田市香下2003/TEL：0795-63-2363） 

プレー費：8,000円(昼食費込) 会費：1,000円 ＊新加入男女歓迎！ 

担当：向井  木幡  津川 

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” 
３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 

四季折々の情景、心を、描いてみてはいかが

ですか。描く手段はお好きなもので自由です。 

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！ 

手芸同好会 
毎月第３火曜日 9：30～12：00 

はつらつ館２階作業室２  見学自由 

編物に限らず、手芸何でも楽しめる同好会に

なりました。和気あいあいと楽しいですよ！ 

ビデオ散歩 

倶楽部 

上映日：３月12日 ＊奇数月第２火曜 

はつらつ館中会議室 当日自由参加 

世界遺産の巡礼路で撮影を行なったヒューマン・

ドラマ 『サンジャックへの道』（仏） 

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) 

３月９日（土）9：00～12：00 

３月1６日（土）13：00～16：00女子会 

３月2３日（土）13：00～16：00 

３月３０日(土)クラブ大会（はつらつ杯） 

９時から１６時まで 三か２４名で締め切ります。 

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 

３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 
３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） 

３月は６日と２０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を楽しむ会ﾞ 
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」 
３月は会場がとれないため残念ながら 

休会とします。 

プロジェクター・スクリーンでの旅行を楽しみま

す。次回をお楽しみに！ 

コーラス同好会 
３月７日（木）・13：30～15：00 

場所：はつらつ館２階 大会議室 

1 月からスタート。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。 

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

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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配分金の支払日 
２月就業分 ３月１５日（金） 

 3月就業分 4月15日（月） 

4月就業分 5月17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月は原則１８日となります。 
 

入会希望者説明会の日程 
３月１２日（火） 

４月９日（火） 
 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」    ３月１３日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ３月２０日（水） 

●はつらつ館       ３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月はお休みでしたが３月から再開します！  

３月２７日 ４月２４日 

５月２９日 ６月２６日 

（原則最終水曜日） 
 

 
 

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：３/１１・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 年会費受付中！ 
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です。 
 

今年度会費未納の方が数名････ 
今年度会費が未納の方は、３月末で退会とさせて

いただきます。ご了承ください。 

歩こう会 
（通算４７回目） 

 

『旗振山での花見』 
この周辺には、約3000

本の桜があり、神戸市

内ではＮO。１と言われ

ています。 

小雨決行 

（大雨中止とします。） 

昨年は、姫路城の花見、舞子アジュール散策、滝の茶屋での忘年会の３回実施。    

今年も同程度を企画したいと思います。まず手始めに、この春には須磨浦公園から

旗振山（256Ｍ）に登り、芦屋、神戸、淡路島などの絶景を眺めながら、桜の大パ

ノラマの下で花見をしたいと思います。以下の要領で開催しますのでご都合のつく

方は是非 奮ってご参加ください。事前予約は不要です。集合場所は、はつらつ館

ではありません。 

日時；３月３０日（土） 行き先；神戸須磨市 旗振山（10時半ごろ到着予定） 

集合時間 ９時００分（時間厳守） 集合場所；芦屋市役所本館北側広場 

ルート；阪神電車芦屋駅(9;19発)→須磨浦公園駅→ロープウエイ＆徒歩～旗振山へ   

持参；弁当、飲み物、ビニールシート、防寒具 等 

注意；軽登山靴か運動靴（ハイヒール不可）     （幹事：榎本盛明） 
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保育所ボランティアへ行ってきました！ 
 新年１月８日から２月５日まで、芦屋市内公立保育所６ヶ所へ延べ５３名の会員が子供たちと交流しまし

た。今年は、会員のマジックが大人気。子どもの心をガッチリつかんだ後、手作りおもちゃを通して、楽しく交

流する様子がとても素敵でした。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した！ 

 

  

 

 

 

 

 
手 品             お手玉             コマ回し 

 

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２回【小町カフェ・詩吟の会】 ３月１４日（木）10：00～11：30 コーヒー代 ３００円 

詩吟に挑戦！腹式呼吸で楽しく健康になりましょう！ 

★第４回【小町カフェの井戸端会議】 ３月２８日（木）10：00～11：30 コーヒー代 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！ 

★【小町カフェのさくら祭り】４月６日（土） 10：00～11：30 ケーキ・飲物代 ５００円 

    絵手紙を体験しましょう！☀この日はオープンカフェを開催します！  

★【小町カフェの手芸講座】 ４月１１日（木）10：00～11：30  

指先を動かし楽しく脳トレ。ヨーヨーモチーフでブローチを作りましょう！  

コーヒー・材料費 ６００円  申込締切：４/３  

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

カフェの営業時間：月～土曜日の９：００～１７：００ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【小町カフェギャラリー】のお知らせ 
４月から、小町カフェ内の壁面を作品等の展示場所として使用できるようになります。月～金の６日間、

会員は５００円、一般は１０００円で使用可能。詳細については、事務局まで！   （担当：白井、箱崎） 

 

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   
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