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（５月末現在）

令和２年度定時総会を開催しました
５月２９日（金）、例年であれば芦屋ルナホール
で盛大に開催される定時総会ですが、今年度は
新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を
最小限にし、「はつらつ館」での開催となりました。
会員の皆様のご協力のおかげで、議決権総数
１１３３名（５/２９現在）のうち、８５２名（当日出席
３０名、委任状８２２名）の出席となり、無事定足数
を満たしました。
今井職員の司会進行で、山村理事長の挨拶に
席の間をあけ、窓を開け、消毒をし、できる限りの対策に努めました
続き、代表の方２名への会員永年表彰の後、議長
には植田英三郎会員が選出され、報告事項４件、決議事項１８件が審議されました。
議案第２号の定款変更では、定款変更に必要な「議決権の３分の２以上」という条件も無事クリア。役員
改選では、再任９名、新任６名の役員が選任され、総会は約１時間で終了しました。
総会後の理事会の決議により、令和２・３年度の理事長には山中 健氏、副理事長に恩田泰子氏、業務
執行理事に北田惠三氏が選ばれ、山中新理事長からご挨拶をいただき、最後に、役員を４期８年勤められ
た、山村 昇氏・永井伸一氏、３期６年勤められた加古良子氏・河村昱生氏・中塚好子氏が特別表彰を受
けられ、山村氏から退任役員の代表としてお言葉をいただきました。
今年はご来賓も、お花も、記念品も、懇親会もなく淋しい総会となりましたが、何とか無事に終了しましたこ
とをここにご報告いたします。

令和２・３年度の役員の皆様です
令和２・３年度の役員です。よろしくお願いいたします。
（写真撮影のため、１０秒ほどマスクを取っていただき撮影しました。）

上段左から （監事）髙橋信博・（理事）阪口忠之・黒葛野三雄・安達昌弘・入部兼昭・石野由紀子・檜田隆子・亀岡順子
下段左から （監事）阿部貞明・（理事）後藤好幸・北田惠三(常務理事)・山中 健（理事長）・恩田泰子（副理事長）・森山 弘・廣田輝代

退任役員のご挨拶
今定時総会をもちま
して、3 期 6 年間の理
事を退任させていただく
ことになりました。他の役
員の皆様、事務局の皆
様お世話になりありがと
うございました。
芦屋市シルバーの状況を知り考え活動する機
会を得たことは貴重な経験となりました。
センターが元気な高齢者の活躍の場としてます
ます発展することを期待いたします。
加古 良子

前理事長 山村 昇氏のご挨拶は
来月発行の会報「はつらつ芦屋」に
掲載いたします。

在任中はご支援、ご
協力いただき誠にあり
がとうございました。平
成２９年１１月１９日に
は設立３０周年を迎
え、記念事業に立ち会
う事が出来ました。安
全委員会では安全パト
ロールを実施、現場での健康確認、ご意見を伺う
など、適正就業推進委員会では未就業者への聴
き取り、長期就業者のワークシェアリングに取り組
みました。会員の皆様のご理解、ご支援があった
ものと心から感謝申し上げます。退任に当たりまし
て「生涯現役」の精神で会員の皆様方のご多幸と
ご健勝を心よりご祈念申し上げます。
永井 伸一
会員・職員の皆さ
んのご協力のお蔭で
３期６年無事に任務
を終えることが出来
ました。紙面を借りて
感謝とお礼申し上げ
ます。
振り返れば３０周年記念行事・女性部立ち上げ・
会員増強・就業開拓など精力的に取り組んだこと
を思い出します。今後はシルバー人材センターの
更なる発展を願い、また見守りたいと思います。
ありがとうございました。
河村 昱生

印象に残っているのは
３０周年記念事業です、
多くの会員の方との絆が
できた事です。
企画委員会では、全
会員アンケート、女性会
員の会の立ち上げに携
わらせていただきました
。地域支援員会では保育所ボランティア・認知症
サポーター養成講座・福祉家事援助サービスの方
と意見交換会等、身近な事業を多くの会員の方の
ご協力をいただきました。
任期を無事に終えることができ、感謝申しあげま
す、誠に有難うございました。
中塚 好子
このほど監事の任期
を満了し、退任するこ
とになりました。この
２年間、監事として活
動してこれましたこと
は、私にとって大変に
貴重な経験になりまし
た。個人的には至ら
なかった点も多々あ
ったであろうことは自覚しております。監事の仕事
は終わりましたが、これからは一会員としてセンタ
ーの発展のための活動にできるだけ参加していき
たいと思っております。ありがとうございました。
藤谷 忠宏
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委員会を再編成！各委員会の委員を募集します！
シルバー人材センターは会員主体の自主的運営を基本としています。事業の理念は「自主・自立、共
働・共助」。会員の一人ひとりが組織を支え、運営は会員の総意によって行われることとなります。
新たにセンター運営にご協力いただける方、ご応募お待ちしております。自薦、他薦を問いません。
＊委員会によっては募集のないものもありますのでご了承ください。
●安全・適正就業推進委員会
●広報啓発委員会
・センターの安全体制の整備 ・安全対策の企画及び実施
・安全委員会だよりの発行
・安全パトロール
・仕事の提供や就業の現状がシルバー事業として適正で
あるかの判断 ・適正就業基準の検討 ・就業相談の受付

・センター広報活動の企画推進
・会報「はつらつ芦屋」の編集
・広報紙「しるば～たいむず」の編集
・ホームページによる情報発信 ・チラシづくり

●会員拡大委員会

●会員意識向上委員会

・会員の入会促進
・女性会員の増強
・専門技術、技能分野の会員の増強
・退会者の抑制策の検討

・イベント等参加促進を図る制度の策定
・会員スキルアップ研修の企画実施
・センターのイメージアップを図る活動企画

●事業活性化委員会

●会員活動委員会

・会員及び地域のニーズに応じた就業開拓
・独自事業の推進 ・派遣事業の拡大

・会員相互の連携と親睦の企画実施
・ボランティア活動の実施 ・同好会の活動支援

女性の会「芦やん小町」運営委員２名募集 締切 6/19
このたび一緒に女性の会の運営をしてくださる方を２名募集します。年に１度の「女性の集い」やミニイベ
ントの企画等、一緒に考えてもいいですよ！という方をお待ちしております。締切は６月１９日。事務局まで
ご連絡ください。

はつらつ館の使用について
５月２１日の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除を受け、５月２５日第６回新型コロナ
ウイルス感染症対策会議を開催し、６月１日からはつらつ館使用の制限を一部解除することとなりました。
これまで使用していたグループの代表者には５月２７日付で、既にその旨を通知しております。会員の皆様
も来館時には以下の項目について対応をお願いいたします。
●来館前
・自宅で検温（３７度以上利用不可）
・風邪の症状時の利用控え
・マスク着用など咳エチケット
・アルコールによる手指消毒や石鹸による手洗い
●はつらつ館使用時
・人との距離２メートル（最低１メートル） ・原則１時間に２回、窓開け
・換気扇は「強」に設定
・使用済みのマスクは持ち帰り
●使用後
・使用した机、椅子、扉、窓の鍵等の清拭、消毒
●当面禁止（６月末日まで）
・歌唱 ・呼気が激しくなる室内運動
・会食
・将棋、囲碁、麻雀
・吹奏楽器の使用

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：６/８・２２（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！
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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！

５ 月 活 動 実 績
1
12
13
15
25

～～事故ゼロ運動～～

第１回理事会
入会説明会
第１回女性の会運営委員会
第２回事業運営部会
第２回広報委員会

先月に続いて今期間も事故ゼロ！ぜひともこの
調子で日数を増やしていきましょう。

第６回新型コロナウイルス感染症対策会議

29

令和２年度定時総会

無事故達成日数
傷害事故 １２５日
賠償事故 １６６日（６月１日現在）
☆兵シ協安全就業スローガン（R2 年度～R4 年度）

安全は 小さな注意の 積み重ね
理

事

会

●第１回 （５月１日）
・理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
・令和２年度定時総会の開催について
・令和元年度事業報告について
・令和元年度収支決算報告・監査報告について
・被表彰者の決定について
・第２次中期事業計画の進捗状況検証の報告
・次期役員候補者の決定について

新入会員です！よろしくお願いします

事業運営部会
●第２回 （５月１５日）
・各委員会報告
・令和２年度定時総会について
・新専門委員会について
●第２回 広報委員会（５月２５日）
・「はつらつ芦屋」３０号について

退会会員です。長い間ありがとうございました

配分金の支払日
５月就業分
６月就業分

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。

６月１５日（月）
７月１５日（水）

＊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
６月９日（火）
７月１４日（火）
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市民公開パソコン講座等の６月以降の日程＊中止になる場合もあります
６月 パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座
① ワード入門 6/10・17・24（水）10:00～12:00
受講料：3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）
募集人員８名
② エクセル 13・20・27（土）10:00～12:00 NEW
受講料：3 回 3,000 円（教材費別） 募集人員５名

７月 パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座
①エクセル 7/8・15・22（水）10:00～12:00
受講料：3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）
募集人員８名
②ワード 7/11・18・25（土）10:00～12:00 NEW
受講料：3 回 3,000 円（教材費別） 募集人員５名

③ 個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可）
6/8・15・22・29（月) 6/5・12・19・26（金）
時間：10:00～12:00 募集人員各日５名
受講料：各日 2 時間 2,500 円
●場所：シルバー人材センター はつらつ館
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）
③ 個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可）
7/6・13・20・27（月) 7/3・10・17・31（金）
時間：10:00～12:00 募集人員各日５名
受講料：各日 2 時間 2,500 円
④ プログラミング入門 7/6（月）13:30～15:30 NEW
受講料：1,500 円
募集人員：8 名

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７月１日（水）10：00～11：30 ●参加費：無料（要電話予約・先着順）

書道教室
６月から再開(新規募集無し)
絵手紙教室
現在調整中

キーボード・ピアノ
６月から再開
ESST の各教室
現在調整中

はつらつ憩サロン
７月から再開
着付け教室
現在調整中

こども対象講習会等
小学生プログラミング教室（２年生以上）
●日時：7/3・10・17（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名

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 ６月から再開します

会員対象 各種講座等のおしらせ
芦やん小町 「お 手 玉 の 会」 会員どなたでも参加ＯＫ！
久しぶりにお手玉の練習を再開します。お手玉の会は大会議室で間隔をあけて、ゆったりと楽しめます。コロナ
で外出不足の方、一緒に遊んで心をつなぎましょう♪今月は、６月１８日（木）の練習日のみです。

会員のための健康体操講座
一日も早い再開にむけて調整中です。
次月の事務局だよりまでに再開の場合は、既参加者には講師から別途ご連絡します。
●講師： 三谷千尋会員
●費用 ：３００円/１回
●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの

★各種同好会については、代表の方にお問い合わせください。来月号に
は今までのようにしっかり掲載いたしますので、今月号はご了承下さい。
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お仕事の紹介＝請負・委任＝
時間等
月～金
12：30～16：00
月・火
8：00～12：00
火・土
7：00～10：00
月・水・金
9：00～12：00
曜日相談
6：00～10：00
10：00～22：00
の間４交代制
日
8：00～12：00
月 11～14：00
火・水・金
17：00～20：00
木・金
7：00～8：30
月・火・土
9：00～10：00
月・水・金
7：00～10：00
火
7：30～9：30
曜日・時間相談
金
午後２時間
週１～２回
時間相談
火
午前３時間
金
8：30～11：30
金
午後２時間
木
午後１時間

人数

１名
１名
１名

小町カフェ ６/２再開!!
小町カフェは、コロナ対策をして６月２日（火）から
再オープンします。珈琲のテイクアウト（ホット・アイ
ス）も始める予定です。皆様のご来店を心からお待
ちしております。

１名

小町カフェ・スタッフ募集（若干名）

１名

（「はつらつ館」隣接のカフェ）
＊コーヒーの淹れ方等、丁寧にご指導します。

１名
１名
１名

小町カフェの手作りジャム販売

１名

小町カフェで「手作りジャム」を製造販売します。
今回は苺ジャムですが、今
後、季節の果物を使ったジャ
ムの製造販売する予定です。
販売開始記念に、定価 450
円（税込）を 400 円（税込）で
販売いたします。数に限りが
あります。売切れの場合は、
ごめんなさい！

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

刃物研ぎ・野菜市も再開します!!

１名
１名
１名

お仕事の紹介＝派遣＝
１名
１名

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●打出商店街「まごのて」
６月１０日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ６月２４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)

１名
１名

はつらつ野菜市

１名

６月２４日
７月２９日
８月２６日
９月３０日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

１名
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