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１月の安全パトロール

第７回会員活動委員会
入会説明会
サイボウズセミナー(羽渕・今井)
第１０回事業運営部会
派遣実務担当者研修会(羽渕・森川)
新入会員オリエンテーション

１月１４日、森山副委員長・八木委員・北田常
務・日笠職員が剪定・除草現場３ケ所を巡回しまし
た。三脚など道具類の安全性に問題があるものが
あり、早急な全件点検の必要性が感じられました。

エイジレスユーザー研修（白井・羽渕・箱崎）

交通安全講座・消火訓練
第６回芦やん小町「女性の集い」
阪神ブロック会議（北田常務）
第１０回広報委員会
事務局会議
28～29 役職員先進シルバー視察研修
（豊田市・犬山市）

～～事故ゼロ運動～～

事業運営部会

今期間は残念ながら、剪定作業中の賠償事故が
２件発生してしまいました。くれぐれもご安全に！

●第１０回 （１月１７日）
・各委員会からの報告
・第３四半期の事業実績について
・事務局嘱託職員の採用について
・保育所ボランティアについて
・令和２年度シルバーフェスティバルについて
・阪急バスのアナウンス放送について
・専門委員会の見直しについて
・宮塚公園活性化について

無事故達成日数
傷害事故
７日
賠償事故 ４７日（２月３日現在）
交通安全講座・消火訓練を実施

専門委員会
●第７回 会員活動委員会（１月１０日）
・後期会員研修バスツアーアンケート結果につい
て
・同好会について
・次年度清掃ボランティアについて
●第１０回 広報委員会（１月２７日）
・「はつらつ芦屋」３０号について

＝ 職 員 紹 介 ＝
１月採用となりました日笠 誠です。
皆様と一緒に盛り上げてゆきます。
よろしくお願い申し上げます。

令和元年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

これ位 思う心が 事故のもと
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１月２４日の交通安全講座には２８名が参加。自転車
のシミュレーターを使って、自転車を運転する際に起こり
得る危険を体験してみました。たくさんの質問も飛び交
い、実りある講座となりました。講義後は、子育て支援班
も加わり、西側入り口付近で水消火器を使って、消火訓
練を行いました。詳細は「安全だより５４号」に掲載します。

令和２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
来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。

役職員先進シルバー視察研修報告
１月２８日・２９日、役職員１１名で愛知県豊田市・犬山市の２センターを訪問しました。組織体制、職群
班・地域班、会員拡大、ポイント制度、独自事業など、多くの参考になる内容となりました。
理 事 ： 後 藤 好 幸
１月２８日・２９日、愛知県豊田市・犬山市の２センターを訪問し、組織体制について、会員拡大につい
て当センターが関心を持つ項目について説明していただきました。
１日目、豊田市シルバー人材センターは会員数男性１４４３
人・女性７４１人の２１８４人。当センターの倍の会員数です。
＊職群班の役割
プロとして仕事の完成、発注者との打合せ、仕事の開拓と
就業の分かち合い、技術の維持向上、後任の育成
＊地域班の役割
理事からのたくさんの質問に丁寧に答えていただきまし
会員同士の連携、事務局や地域との連絡と調整、シルバ
た
ーの PR と地域貢献
運営体制が確立されており、役割が明確になっている。事務局組織も役割が明確になっており、見え
る化されている。当センターも是非とも検討する必要性があると感じた。
２日目は犬山市シルバー人材センターは会員数男性５２３人・女性２９８人の８２１人で、当センターよ
り少し少ない会員数である。会員拡大については、色々と共通の悩みがあり苦労されているようです。
ポイント制を導入しており、総会出席、講習会参加、ボランティア活動参加、班長業務、新規会員紹
介等センターの事業や運営に参加した際に、その内容に応じてポイントを付与されるシステムで、事務局
と会員の連携があり、うまく回っているようです。ポイント制度導入には、目的を明確にして実施する必要
性があると感じました。
両センターとも大変意義のある視察研修でした。良いところを吸収して、当センターが活気に溢れ、
益々発展に寄与したいと思います。
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
理 事 ： 廣 田 輝 代
１日目が豊田市シルバー（会員数：２１８４名）、２日目が
犬山市シルバー（会員数：８２１名）を訪問。
豊田市シルバーはトヨタ自動車のお膝元、企業城下町の
シルバーですが、意外なことにトヨタ関連の就業はほとんど無
いそうです。人気の公共施設での就業は５年で交替。ポスタ
ー等で募集を呼びかけ、公募⇒作文提出⇒パソコン知識の
確認⇒集団面接、きめ細かな採用方式をとり会員への公平
性が重視され就業機会を得る事が出来ます。また会員の活
動の場である組織づくりが出来ているので就業・交流・連携
ミディトマト「おいしい花子」は、とっても甘かった！
はスムーズだと感じました。
犬山市シルバーは国宝犬山城で有名な市です。３年前からフィルム農法のミディトマト「おいしい花子」
をブランドとして売り出し中。これは行政による農業の活性化とシルバーの独自事業での就業創出の考
えが上手くマッチングし今日に至り、就業会員の苦労・努力・喜びが感じられました。ポイント制度は的確
な説明のお陰で運用方法、成果、問題点などを伺い会員意識への啓発に繋がることが分かり参考にな
りました。
翻って、芦屋は企業もお城も無いけれど、“人は城、人は石垣、人は堀”の頼れる人がいる。これから
もこの仲間で工夫してやっていくのが芦屋シルバーだと再認識もした研修でした。
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会員対象 各種講座等～積極的にご参加ください！
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～

生活習慣病予防講座（動脈硬化予防等）と、昨年に続き今年も血管年齢測定や体組成計測定を行い
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２６日(水)１３：３０～１５：３０ ●申込受付：２月１０日(月)～２月２０日（木）（先着
順）
●場 所：芦屋市保健福祉センター 会議室 （芦屋市呉川町１４－９）
●定 員：２０名（定員になり次第締め切り）

地域支援委員会主催

健康講座～健康寿命をのばす食事～

会員のみなさん！普段の食事を市販の惣菜やコンビニの弁当等で済ませていませんか？
今回の健康講座は、管理栄養士の専門家から、高齢者が健康を維持するための介護予防につながる
食生活のポイントについて学びます。是非、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
●日 時：３月５日(木)１３：３０～１５：３０ ●場 所：はつらつ館 大会議室
●講 師：芦屋市こども・健康課 保健師 白子 友恵氏・管理栄養士 山本章子氏
●申 込：事務局カウンターに氏名を記入または電話

認知症サポーター養成講座
未受講の会員や、新入会員
は
～サポーターのやさしさがなぜ必要か？何ができる？～
出来るだけ受講して下さい！
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２６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 伊谷須美子氏

「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別途ご案内を送付済みですが、それ以外の会員も参
加可能です。阪神淡路大震災から２５年ということもあり、いま一度防災のことを考える機会にもなります
ので、是非ご出席ください。ご連絡は、家事援助担当：今井・箱﨑まで
２月１８日(火)
はつらつ館 大会議室
○意見交換会
13：30～15：00
『福祉・家事援助サービスをイメージアップするには』
２月２７日(木)
市民センター３０１号室 ○講演会『アクティブシニアのための防災備蓄セミナー』
13：30～15：00
講 師 ： 三原麻弓会員
（整理収納アドバイザー・防災備蓄収納プランナー）

保育所ボランティアの募集！
今年度の保育所ボランティアも、残すところ、あと１カ所になりました。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？この日は空いているよ、という方、是非ご参加ください。子どもたち
の笑顔に癒されますよ！
２月１２日（水）

大東保育所

新浜町８－１

＊現地集合・現地解散です。
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10：00～11：00

伝承遊び
地域支援委員会

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

●２/５・１９、３/４・１８（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 ： ２月２５日（火）１５：００～
●場所 ： はつらつ館内

芦やん小町「お手玉の会」 ２月はお休みです

「はつらつキッチン交流会」のご案内
はつらつキッチン」は家庭料理作りのサービス提供のお仕事の研究会です（会員も募集しています）。
日頃の活動を交流会で紹介します。奮ってご参加ください、男性会員も大歓迎です！！
●日 時：２月２１日(金) ９：１５～
●場 所：芦屋市民センター（公民館）２１４号 料理室
●メニュー：家庭でできるイタリア料理（ピザ・パスタ・スープ・サラダ・デザート）
●持ち物：タオル・三角巾（バンダナ・帽子可）

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

“デジタル終活支援事業”メンバー募集説明会
ＳＬＳ（シニアライフサポートグループ）は、デジタル情報やネット上の金融資産等の生前整理、死後整理
のサポートをする「デジタル終活支援事業」のメンバーを募集、下記のとおり説明会を開催します。
●日時：２月１２日（水）AM 10：00～11：30・ PM13：30～15：00 ●場所：はつらつ館１階 作業室１

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

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

傾聴グループ 第９回市民公開セミナー

傾 聴 講 習 会

～あなたも聴き上手に～
話を聴いてもらうだけで癒される人がいます。貴方も「傾聴力」を身につけてみませんか？
●日 時：３月１４日（土）１３：３０～１５：３０ ●講 師：傾聴グループ「はつらつコール」
●場 所：芦屋市民センター３０１号室● 受講料：無料（要申込） ●定員：８０名

「楽しい回想法」へのお誘い～懐かしい話に花を咲かせましょう～
回想法は、懐かしい思い出を語り合うことで健康寿命につながる心理療法。ふるさとや子供の頃の話
など、おしゃべりを楽しみます。そして日々の生活に活気を取り戻し、認知症の予防・改善にも有効です。
●日 時：２月１７日(月) １３：３０～１４：３０
●場 所：大原集会所（大原町２０－２） ●参加費：５００円
●申 込：傾聴グループ「はつらつコール」 石原（080-4027-5373）

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３月２日（月）10：00～11：30 ●参加費：無料（要電話予約）
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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 ｢テネシーワルツ」を練習中

●３０００円（グループ・６０分・月２回)

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）
●センター会場：只今、満席です
●別会場：６０００円（個人・６０分・月２回)

●受講料：３カ月で３０００円
（材料費込）

(注) ①②とも事前連絡欠席の場合は振替あり

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

２/２２、３/２８（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

２/１５・２９、３/７・２１（土）10:00～12：00

●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

２/４・１８、３/３・１７（火）13：15～14：30

２/４・１８、３/３・１７（火）14：30～15：45

●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 ・ ス マ ホ 講 座
◆パソコン講座＝募集人員 10 名
①パソコン入門 3/9・16・23（月）
時 間：10:00～12:00
受講料：3 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（パソコン・スマホ・タブレット）＝募集人員各日 5 名
②3/4・11・18・25（水）
③3/6・13・27（金）
時 間：②③10:00～12:00
受講料：②③各日 2 時間 2,500 円
※パソコン、スマホ、タブレット持参可
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

着 付 教 室

書 道 教 室

●日程：２/１３・２７（木）原則第２・４木曜
●２/４・１８、３/３・１７（火）原則第１・３火曜日
●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース
●成人１３:３０～１５:３０小学生１６:００～１７:００
●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円
●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
午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時

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：２/３・1７（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！

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：３/６・１３・２７（金） 16：15～17：15 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名
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お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
第２・４土（2 月～）
8：45～13：15
月～金
12：30～16：00
水・金
9：00～12：00
月・水・金
9：00～12：00
週２日（要相談）
17：00～20：30
曜日相談
7～9・17～20：00
ローテーション
9：00～12：00
月・木・金
8：30～13：00
週３～４日
8：00～12：30
火・木
6：30～10：00
日
8：00～12：00

４時間交代
10：00～22：00

曜日相談
6：00～10：00

人数

１名

日～土（要相談）
7：00～11：00

月・水・金
7：00～10：00
火・金
8：00～12：00
月・木
8：00～10：00
月～金（要相談）
10：30～12：30
火・木・金
9：30～12：00
曜日・時間
要相談
週２回（曜日相談）
午前２時間
月・木
午前２時間
火
午前３時間
月・木
午前２時間
金
午後２時間

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
2名
１名
１名
１名

就業相談窓口のご案内
就業相談窓口を２月２１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！）
配分金の支払日

１月就業分
２月就業分

２月１４日（金）
３月１３日（金）

入会希望者説明会の日程
２月４日（火）
２月２２日（土）
３月１０日（火）

１名

はつらつ野菜市＊２月はお休みです。

１名

３月２５日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

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

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
２月１２日（水）
●はつらつ館
２月２６日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

１名

4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
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました
１名
１名
１名

- 8-

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)
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会
アンサンブル
同好会♪ど～れ♪

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
うたクラブ「エチュード」

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会

マジック研究会

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
毎月は第２・４木曜日が例会です。
13～16 時 はつらつ館 2 階中会議
室
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

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！

奇数月の第２火曜日実施 参加自由
13：30～16：00 はつらつ館中会議室

２ヶ月に１回ですが、皆で映画鑑賞を楽しんでい

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

２月８日(土)9 時～12 時中会議室
２月２９日(土)１３時～１６時大会議室

２月は第４の２２日は部屋が使用できないため
第５週目の２９日です。お間違いなく！

絵は好きなように表現できる楽しさがあります。
初めての人も大歓迎！気軽に参加下さい
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！

ます。 次回は３月１０日（火曜日）の予定です。

定例会：２月１８日(火) １３時～１6 時
懐メロから新曲まで楽しく歌っています。初めての
場所：ｶﾗｵｹ「パティオ」（打出町 3-30） 方も大丈夫！会員ならだれでもＯＫ。受付でひば
＊部屋№４・５・９号室 参加費：600 円 りクラブとお伝え下さい。(19 時まで延長可)
２月は１３日(木)・２７日（木）になります 今年から将棋を始めてみよう！！と思う方、駒
9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 の動かし方からお教えします。 見学歓迎
第１土曜/はつらつ館２階 14：30～ (写真)→
第２土曜/市内別会場１３～１７時 ｼﾙﾊﾞｰｵﾝ
問合せは入部まで
ｽﾃｰｼﾞ

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！

２月は１０日（月）1 回 13：30～15：00 男女混声合唱です。愛唱歌等いろいろ歌って
場所：はつらつ館２階中会議室
います。見学ＯＫ。一緒に歌いましょう！
第２日曜●池田泉州銀行芦屋支店 2
メンバー募集中！ 奥の深いトランプゲーム
階
で、認知症予防にいいと言われています。
第２月曜：はつらつ館作業室２
ご連絡は鈴木まで。
いずれも 13 時から
1 月から【マジック研究会】稼働開始しました！
メンバー募集中！
第３月曜日１３時から（２月のみ１７日１０時から） 代表：入部兼昭
月 1 回 2 時間／参加希望の方は入部まで・・・ 副代表：山中 健 会計：廣田輝代

＊同好会は、会員の自主運営です。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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