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１，１３３名
（男 634 名･女４９９名）
（１１月末現在）

第３回シルバーフェスティバルに約５００人が来場！

恒例のお餅つき

小町カフェのオープンカフェ

１１月１６日(土) 『感謝・きずな・飛躍～地域と共に～』をテーマに平成
２９年の設立３０周年の年に企画した感謝祭も３回目を迎えました。
養父市シルバーからは「新米の量売り」、「お餅つき」には伊藤市長にも
ご参加いただき、「ぜんざいの振る舞い」も。三田市シルバーの新鮮野
菜市はもちろん、今回初参加となった明石市シルバーの「明石焼き」に
も人気が集まりました。子どもの遊びコーナー、石ころアートや絵手紙
の体験コーナーも終日賑わっていました。女性の会「芦やん小町」企
画のバザーにも大勢の市民が来られました。バザーの売上は今年度
も地域の子ども達への寄付とさせていただきます。

子ども達大好き！ソフト金魚すくい

初参加の「明石焼き」

石ころアート＆絵手紙コーナー

新鮮野菜市＆新米量り売り

ポップコーンも良く売れました！

芦屋市シルバー人材センター女性の会

第６回「芦やん小町」女性の集いのお誘い
令和２年１月２５日(土)市民センター３０１・３０２号室で、第６回「芦やん小町」女性の集いを開催します。
今回は「能」。足の運びや謡を体験できます。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！詳細は別紙をご覧ください。

年末年始のお知らせ
１２月の事務局業務は２７日(金)まで、新年は１月６日(月)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。

１１ 月 活 動 実 績
7
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12
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29

１１月の安全パトロール

社会保険事務講習会（羽渕主幹）
第６回会員活動委員会
入会説明会
兵シ協適正就業推進研修会（森川）
第８回事業運営部会
第３回シルバーフェスティバル
新入会員オリエンテーション
全シ協派遣実務担当者会議（森川）
兵庫県法人検査
第８回広報委員会
後期会員研修バスツアー
公益法人会計基準研修会（羽渕・今井）
事務局会議

１１月１２日、森山副委員長・渡辺・佐々木委員と
北田常務が剪定・除草現場 7 カ所を巡回。通行人
への注意確認や工具類の点検等、安全に行われる
よう注意喚起しました。またパトロール終了後は永井
委員長・清水委員も加わり、業平作業所に置かれて
いる機材の点検を行いました。

阪神ブロック役員視察研修（恩田・石野理事）
救急救命講習

事業運営部会
●第８回 （１１月１５日）
・シルバーフェスティバルについて
・新規事業「小町モール」について
・先進シルバー人材センター視察日程について
・専門委員会の見直しについて

～～事故ゼロ運動～～
今期間は事故ゼロ。是非共継続していきましょう！

無事故達成日数
傷害事故 ４８日
賠償事故 ６１日 （１２月２日現在）
専門委員会

令和元年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

●第６回 会員活動委員会（１１月８日）
・シルバーオンステージについて
・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
●第８回 広報委員会（１１月２５日）
・「はつらつ芦屋」２９号について

これ位 思う心が 事故のもと
☆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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街頭普及啓発活動を行いました！

救急救命講習会を開催しました

１１月１１日シルバー人
材センターの活動をより
知ってもらうため、また
会員増強のた め、役
員・企画委員・職員１０
名がＪＲ芦屋駅周辺で
パンフレット・ティッシュなどを配布し、普及啓発活
動を行いました。次回は１２月１３日（金）ＪＲ芦屋
駅前郵便局周辺にて行う予定です。
企画委員会

１１月２９日（金）、はつらつ館大会議室にて安全
委員会主催の「救急救命講習会」が開催されまし
た。総勢２９名の参加があり、芦屋市消防本部救
急課の方から人形を使っての心肺蘇生法の手順
の説明を受け、実際に参加された会員の皆さんが
体験されました。ＡＥＤの使い方についても説明を
受け、疑問に思われた点について質問するなど実
りある講習会となり
ました。
ま た 、 北田常務
から館内の避難設
備や設置個所につ
いての説明も行わ
れました。

認知症サポーター養成講座開催
１１月２６日認知症サポーター養成講座を開催し、
４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、現在のサポーターの会員
数は２６３名になりました。会員全員が認知症サポ
ーターを目指し、次回２月開催で予定しています。
未受講の方は、ぜひご参加ください！

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
１２月１１日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催）１２月２５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)

第１３回こどもフェスティバルに参加
１１月９日(土)「第１３回芦屋市こどもフェスティ
バル」が保健福祉センターにて開催され、当センタ
ーから子育て支援班「まつぼっくり」のメンバー１１
人がボランティアで参加しました。子ども達は家族
と一緒に楽しくジュースや牛乳パックで作る車や電
車、ヨーヨーを作り、世界で一つの作品を大事そう
に持ち帰る姿に心が和みました。車は救急車や消
防車が人気で早々に無くなり、７０個のヨーヨーも
終了時間前でなくなってしまいました。

加古郡広域シルバー人材センターからのお知らせ

お正月用のおもち販売
国内産もち米１００％使用で安心安全。もちろん
杵つき、一味違いますよ！
●丸もち２Ｋｇ（約５０個）・・・１８００円
●丸もち１Ｋｇ（約２５個）・・・１０００円
●丸もち１０個入り・・・・・・・・ ４５０円
＊１２月２７日（金）ご自宅に宅急便（着払）で到着
＊申込用紙は事務局にあります
＊支払いは口座振込ＪＡ（手数料自己負担）
加古郡広域シルバー人材センター播磨支部
電話 079-437-7386・FAX079-437-4811
申込締切：１２月１７日（火）
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初級清掃講習会のご案内
ホウキやモップの使い方の基礎を学ぶ「初級清掃講習会」を下記の要領で開催します。今までお掃除
の経験がない方や、現在清掃のお仕事をされている方でも「なるほど」と思える用具の使い方などを、経験
豊富な会員の方が講師となって指導します。参加ご希望の方は事務局まで（要事前申込）。
●日時：１２月１６日（月）１４：００～１５：３０ ●場所：はつらつ館 中会議室 ●定員：１０名（先着順）

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。お申し込みは事務
局まで（電話可）。
●日時：１２月６日（金）１３:３０～１５:３０ ●場所：はつらつ館 大会議室
●内容：接遇について
●講師：森 信行氏
●定員:５０名

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。

スマホ未経験者向け無料体験会！～らくらくスマートフォン～
スマホに興味はあるけれど、ちょっと不安、自分にはできるかな？と思っておられる方！朗報です！
一人一台の体験用スマホを用意しています。掌の中から世界が広がりますよ。是非ご参加ください。
●日時：令和２年１月８日(水)10：00～11：30 ●参加費：無料（要電話予約）

ゆっくりと向き合ってお話しませんか～傾聴いたします～
＝＝＝＝誰かに話すと心が軽くなります＝＝＝＝
悩みや心配事、不満や愚痴、友人関係に仕事のこと。自慢話や楽しかったこと。どんな話でも OK です。
はつらつコール認定傾聴対話士がお聴きします。（守秘義務は守ります。ご安心ください。）
●対象：シルバー会員
●料金：３０分５００円 又は ６０分１，０００円（通常６０分１，８００円）
●日時場所：担当傾聴対話士と相談
●連絡先：はつらつコール 瀧脇（０９０－３７０９－３６２０

小町カフェからのお知らせ
カフェの営業時間：月～土曜日の９：００～１７：００
【手作りケーキでお茶会】１２月１０日（火）10：00～11：30 ケーキ・飲物代５００円

小町サロン
12 月

第１
第２
第３
第４

月

★原則 10：00～11：30 ★参加費：コーヒー代３００円
火

水

数楽サロン
お茶会
詩吟サロン

あむあむクラブ

【小町カフェギャラリー】

パッチワーク
英語クロスワード

木

金

あむあむクラブ

パッチワーク
洋楽ポップス

ネットトーク
井戸端会議
小町句会

土

オープンカフェ
休業 12/28～1/5

写真展（鈴木一生氏：芦屋市展３期連続入選）１１/２５～１２/６
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保育所ボランティアにご参加を！
伝承遊びや会員の手づくりおもちゃで子供たちと一緒に遊びませんか？下記の日程で、保育所ボラ
ンティアへの参加をお願いします。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。
たくさんの皆さんのご参加お待ちしています。現地集合・現地解散です。
地域支援委員会
１月１０日（金）

精道保育所

精道町９－１６０

9：30～11：00

お正月遊び・伝承遊び

１月１６日（木）

岩園保育所

岩園町２－１８

10：00～11：00

震災の話

１月２２日（水）

緑保育所

緑町２－４

10：00～11：00

伝承遊び

１月３０日（木）

大東保育所

新浜町８－１

10：00～11：00

伝承遊び

２月３日(月）

打出保育所

宮川町４－１

10：00～11：00

伝承遊び

２月１２日（水）

新浜保育所

新浜町１-１

10：00～11：00

伝承遊び

技能班メンバー募集！網戸・障子張替の技能を身につけませんか？
センターには年間２００件以上の網戸や障子等の張替えの注文があります。
リーダーはプロの職人。直接プロから技が習得できます。業平町の作業所で、
共働・共助、マイペースに仕事をしています。女性会員もおられますよ。興
味のある方は事務局にお問い合わせください。また、お知り合いで出来そう
な方がおられたらご紹介ください。（担当：太田）

ＳＬＳ（シニアライフ サポートグループ）のメンバー募集説明会
平成２０年にスタートの成年後見制度推進グループを母体としたＳＬＳのメンバー募集を行います。まずは
気軽にご参加ください。

“今までの活動と今後の活動内容について”
●日時：１２月１０日（火） ① 10:00～11:30

② 13:30～15:00

●場所：はつらつ館 中会議室

日曜日の朝、一緒にラジオ体操しませんか？
平成２９年６月の地区懇談会が発端となり、阪神東地区の会員が呼びかけ人となっ
て、同年８月から毎週日曜日の朝、春日公園でラジオ体操をしておられます。是非皆
さんも参加しませんか？
●場所：春日公園 ●時間：7：00～7：30 ●朝６時雨天の場合中止

こども対象講習会等
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室）
原則第１・３水曜日 16：00～17：00 月２回３０００円（材料費込）

たのしい放課後教室（毎週火・木曜日）生徒募集！
教師経験のあるシルバー会員が、基礎学力の定着をめざし、少人数制で指導します。
●小学生：１６：３０～１８：００ 算数・国語・英語から２教科まで選択可
●中学生：１８：３０～２０：００ 数学・英語
●月謝：週２回８０００円・週１回５０００円

NEW 小学生プログラミング教室（２年生以上）
●日時：１/１７・２４・３１（金） 16：15～17：15 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名

芦屋市プレミアム商品券
販売中！販売期間：～２月２９日

芦屋市シルバー人材センターは「粗大ごみ券処理
券取扱店」です。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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市民公開 各種講座等のおしらせ
絵 手 紙 教 室

①キーボード教室（火曜日）

絵が得意でなくても大丈夫！

１月からスタート ｢テネシーワルツ」

●３０００円（グループ・６０分・月２回・前納)

原則第３木曜日
9：30～11：30

②大人のピアノ教室（日時：応相談）
●センター：５０００円（個人・５０分・月２回・前納)
●別会場：６０００円（個人・６０分・月２回・前納)

●受講料：３カ月で３０００円
（材料費込）

(注)センターは只今満席(別会場は会場費含む)
①②とも事前連絡欠席の場合、振替あり

ワンコイン・イングリッシュ１５名程度

らくらく・イングリッシュ２５名程度
１２/７・２１、１/１８（土）10:00～12：00

１２/１４、１/２５（土）10:00～12：00
●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

英字新聞に親しむ（原則第１・３火曜日）

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

１２/３・１７、１/７・２１（火）13：30～14：30

１２/３・１７、１/７・２１（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
◆個人教室（パソコン・スマホ・タブレット）＝募集人員各日 5 名
パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座
②1/15・22・29（水）10:00～12:00
◆パソコン講座＝募集人員 10 名
③1/10・17・24・31（金）１0:00～12:00
①楽しいインターネット 1/6・20・27（月）
受講料：②③各日 2 時間 2,500 円
時 間：10:00～12:00
※パソコン、スマホ、タブレット持参可
受講料：3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）
●場所：シルバー人材センター はつらつ館

着 付 教 室

書 道 教 室

●日程：１２/１２・２６（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

●１２/３・１７、１/７・２１（火）原則第１・３火曜日
●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

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

●１２/４・２５、１/１５・２９（水）１３：３０～１５：３０ ●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、窓掃除研修を開催します。出席は男女問わず。
ぜひご参加ください。
●日時 ： １２月２４日（火）１５：３０～
●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）⇒１２月１９日（木）
今年も練習・キッズスクエア・集会所・高齢者施設での活動を、皆で楽しく賑やかにやってきました。外から
眺めるよりも実際にお手玉の会で活動してみませんか？お手玉は誰でも簡単に楽しめます。
（今月のお手玉作りは１２月１０日（火）１０：００から中会議室。お手伝い大歓迎です。）
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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

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

手芸同好会
ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
(すずめクラブ)

お知らせ・コメントなど・・・

・・・寒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

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。
カメラ愛好会です。初心者でも大丈夫！
どんな活動しているか見学に来てください。

(毎月第２・４木曜日)１２月は１２日のみ
13～16 時 はつらつ館 2 階中会議室

来年に向けて新しいことを始めてみません
か？ “絵を描く”のも楽しいですよ！！！

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！

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！

次回上映日：１月１４日(火) 参加自由
13：30～16：00 はつらつ館中会議室

上映予定： 杏 主演 『オケ老人』

毎月第１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

認知症予防にも良いと言われています。
未経験者・初心者大歓迎。見学に来て下さい

１２月１４日(土)１３時～１６時大会議室
１２月２１日(土)１３時～１６時中会議室

１４日は午後からです。２１日は令和元年度打
ち納めです。いつもと違います。ご注意下さい

他には・・

笹野高史､坂口健太郎､左とん平､藤田弓子出演

【令和元年忘年発表会】開催 ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵサロンド愛(大原町ﾗ･ﾓｰﾙ芦屋１F/32-0800)
12 月 17 日(火) １３時～１７時 会費：1,500 円（ドリンク・おつまみ） ＊お弁当はありません
現地集合 連絡先：岡垣、巻野 申込：先着２０名程
１２月１２日(木) 9：30～12：00
今年最後の対局を楽しみます。
将棋同好会
今月は１回のみ はつらつ館２階中会議室 初心者歓迎します. 是非覗いてみて下さい！
アンサンブル
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。
問合せ：入部まで
同好会♪ど～れ♪ 第２火曜 １３～１７時 （市内別会場）

カラオケ同好会
“ひばりクラブ”

ウクレレ同好会
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ
コーラス同好会

毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
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

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！

１２月９日・２３日（月） 13：30～15：00
男女混声合唱です。愛唱歌等いろいろ歌って
います。見学ＯＫ。一緒に歌いましょう！
うたクラブ「エチュード」 場所：はつらつ館２階中会議室
コントラクトブリッジ 毎月第２日曜●池田泉州銀行芦屋支店 2 階会議室 ＊トランプを使ったゲームです。
第２月曜：はつらつ館作業室２（両日とも 13：30～）
見学に来てみて下さい。
（ＡＳＣＢ） 研究会

（ご報告）

歩こう会
(通算５０回目)

１１月３０日（土）恒例の忘年会に１６人が参加。
はつらつ館から城山を目指し、頂上で解禁された
ばかりのボジョレーで乾杯。これも恒例！！！
そして高座の滝でお参りのあとロックガーデン
滝の茶屋で『おでんパーティ』 親睦を深めました。
～また、次回をお楽しみに～幹事：1388 榎本盛明

＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべて会員自身の自己責任において行われるものです。
（シルバー保険の対象外です。）
＊同好会は、3 名の世話人が集まれば立ち上げ可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。
＊土曜日のはつらつ館への出入りは、西側駐車場側のドアになります。（正面玄関は閉鎖しています。）
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水か木曜日
時間相談
週１回（曜日相談）
時間相談

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。
場所

業務

時間等
特に
（自転車か単車必要）

金
7：30～10：30
曜日相談
7～9・17～20：00
ローテーション
9：00～12：00
月・水・土
8：00～14：00
週３～４日
8：00～12：30
火・木
6：30～10：00
水・土
13：00～17：00
週 4 日（土日含）
8：30～13：00
４時間交代
10：00～22：00

曜日相談
6：00～10：00

人数

数名
１名
１名

１名

就業相談窓口のご案内

１名
２名
１名
１名
１名

水・日
10：00～15：00
15：00～20：00

月・水・金
7：00～10：00
火・金
8：00～12：00
月もしくは木の１時間
9～10 時か 16～17 時

月 ｏｒ 木
9～12 時の間の１時間

月・木の１時間
9～10 時か 16～17 時

火・土
8：00～9：00
月・火・水
7：00～9：00
曜日・時間
要相談
週２回（曜日相談）
午前２時間
週２回
曜日・時間相談
火
午前３時間
第１・３木曜
8：00～10：00

就業相談窓口を１２月２０日（金）9：30～12：00
に開設します。ご相談のある方は前日までに
事務局にご予約の連絡をお願いします。
☎

３２-１４１４（お間違えのないように！）

はつらつ野菜市
１２月２５日
１月２９日
２月２６日
３月２５日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

衣類のお直し、りフォーム、仕立て

曜日相談
8：00～12：00
12：00～16：00

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

１名

１名

１名

事務所には随時新しいお仕事を貼り出して
いますので、いつでもご来局下さい。

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。

１名

１名

１名
１名
１名
１名
１名
１名
1名

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：１２/９（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

配分金の支払日
１１月就業分
１２月就業分

１２月１３日（金）
１月１７日（金）

入会希望者説明会の日程
１２月１０日（火）
１月１４日（火）

新入会員です！よろしくお願いします

1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

