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第 ２３５ 号 

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 

〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２ 

ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４ 

ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３ 

会 員 数 

１，１１１名 

（男609名･女502名） 

（６月末現在） 

令和２・３年度各委員会の委員をご紹介します 
コロナ禍の中、以下のメンバーで令和２年度新体制がスタートしました。ご協力をよろしくお願いいたします。 
安全・適正就

業推進委員会 

●森山 弘 理事 

〇黒葛野三雄 理事 

 〇木山 正典 正会員 

 後藤 好幸 理事 

 檜田 隆子 理事 

 佐々木 章子 正会員 

 石本 英一 正会員 

 金子 克信 正会員 

 渡辺 徳廣 正会員 
 

広報啓発 

委員会 

●廣田 輝代 理事 

〇本田 勉 正会員 

 恩田 泰子 理事 

 加古 良子 正会員 

 梶原 健司 正会員 

 久我 和子 正会員 

 尾地 照夫 正会員 

 岡崎正敏 正会員 

（若干名募集中） 

会員拡大 

委員会 

●石野由紀子 理事 

廣田 輝代 理事 

 入部 兼昭 理事 

 北條 時雄 正会員 

 野島 さゆり 正会員 

 内田 京子 正会員 

 鳥居江利子 正会員 

（若干名募集中） 

会員意識向上 

委員会 

●入部 兼昭 理事 

〇森 信行 正会員 

 檜田 隆子 理事 

 亀岡 順子 理事 

 中塚 好子 正会員 

 森原 貫一 正会員 

（若干名募集中） 

会員活動 

委員会 

●恩田 泰子 理事 

石野 由紀子 理事 

 亀岡 順子 理事 

 前田 穣 正会員 

 岡垣 莞治 正会員 

 増田 透 正会員 

 上野 邦彦 正会員 
 

事業活性化 

委員会 

●後藤 好幸 理事 

〇森 信行 正会員 

 森山 弘 理事 

 黒葛野三雄 理事 

 北風 文子 正会員 

 森 和代 正会員 

（若干名募集中） 
 

令和２年度 安全標語が決定しました 
今回２５作品の応募がありました。たくさんご応募いただき有難うございました。何れも素晴らしい作品で選

考に大変苦慮しましたが、安全・適正就業推進委員会では下記の３作品を選出させて頂きました。惜しくも

選考に漏れた方々には、ご協力に心から感謝申し上げます。なお、最優秀作品は今年度当センターの事故

防止を呼び掛ける標語として掲げてまいります。 

★最優秀  「ゆとりある 時間と笑顔で 安全作業」 森 和代（会員番号3219） 

★優 秀  「思いやり 繋ぐ心で 事故は無し」    永井伸一（会員番号951） 

★優 秀  「安全を 心にきざんで 仕事する」    渡辺徳廣（会員番号2171） 
 

～ 小町カフェの手作りジャム～  ４５０円（税込） 

「トマトジャム」を定番で販売しています。トマトの旨味とキビ砂糖のコ

クがマッチして、すっきりとした甘さに仕上がっています。トマトの青臭さがほと

んどなく、意外なおいしさです。バターを塗ったパン、ヨーグルトだけでなくお魚

料理のソースなど、いろんな使い方ができます。お試しください。 

※次回お買い求めの時に空き瓶をお持ちいただくと、３０円引き 

させていただきます。 ただし、１個につき 1瓶のみです。 

※ご進物用に、2個入りの箱も用意しております。（箱代１５０円） 



６ 月 活 動 実 績 
4  事務局会議 

8  新任役員研修 

9  入会説明会 

10  第１回会員拡大委員会 

12  第１回会員活動委員会 

15  第１回広報啓発委員会 

16  新入会員オリエンテーション 

18  第１回事業活性化委員会 

19  第１回安全・適正就業推進委員会 

23  第１回会員意識向上委員会 

26  第３回事業運営部会 

30  事務局会議 
 

事業運営部会 
●第３回 （６月２６日） 

・各委員会報告 

・令和２年度定時総会総括 

・令和３年度定時総会の開催について 

・芦屋駅前郵便局動画広告の継続契約について 

・今年度の主な取り組みについて 
 

専門委員会 
●第 1回会員拡大委員会（6/10） 

・会員の入会促進について 

・女性会員の増強について 

・退会者の抑制について 

●第 1回会員活動委員会（6/12） 

・シルバーオンステージについて 

・後期会員研修バスツアーについて 

・ボランティア活動について 

●第 1回安全・適正就業推進委員会（6/19） 

・新型コロナウイルス第２波の対策について 

・令和２年度安全標語の選出について 

・令和２年度事業計画の確認について 

・安全だよりの発行について 

・安全パトロールの担当割り当てについて 

・就業相談窓口について 

●第１回 広報啓発委員会（6/15） 

・「はつらつ芦屋」３０号について 

・今後の広報・啓発について 

●第１回 事業活性化委員会（6/18） 

・センターの現在の事業実績について 

・会員ニーズの把握について 

・地域のニーズの把握について 

・地域班の機能強化について 

●第１回 会員意識向上委員会（6/23） 

・イベント等参加促進について 

・会員スキルアップﾟ研修の企画実施について 

・センターのイメージアップについて 
 

 

 

 

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月の安全パトロール 

 
６月９日新型コロナウイルスによる自粛後初めての

安全パトロールには森山委員長、黒葛野副委員長、

日笠職員が剪定・除草の現場３か所を巡回。屋外の

就業にあっては依頼者への挨拶や打合せ時はマス

クを着用、作業時は密にならない限りマスク無しとい

う対応を取っています。これからの時期、作業周りの

安全対策と同時に、熱中症にも気を付けて就業して

もらうよう注意喚起しました。 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
残念ながら今年度初めての事故が発生。剪定

中の刈払機による飛び石事故です。くれぐれも気

を付けて就業をお願いいたします。 
 

無事故達成日数 

    傷害事故  １６０日 

     賠償事故   ２０日（７月６日現在） 
 

 

 

令和２年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

ゆとりある 時間と笑顔で 安全作業 
 

☆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 
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お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
  時間等 人数 

  
月～金 

12：30～16：00 
１名 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  

10：00～14：00 

14：00～18：00 

シフト制 

１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  

月11～14：00 

火・水・金 

17：00～20：00 

１名 

  
月・水・金 

7：00～9：00 

１～2

名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
火・金 

7：30～9：30 
１名 

  曜日・時間相談 １名 

  
月 

午前１時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
週２～３回 

9：00～12：00 
１名 

  
火 

午前３時間 
１名 

  
金 

午後２時間 
１名 

  
月２回月曜日 

9：00～10：00 
１名 

  
月・水・金 

午後2時間 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 
  

月・木・土・日 

8：30～12：30 
１名 

  
火・木 

6：30～10：00 
１名 

  
曜日相談 

16：20～20：20 
１名 

  
木・金 

16：10～20：10 
１名 

  

シフト制 

13：00～17：00 

14：00～18：00 

１名 

 

事務所入り口横に、「お仕事紹介コーナー」を設置

し、お仕事の速報を掲示しています。 

いつでもご来局下さい！ 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●打出商店街「まごのて」   ７月８日（水） 

●エルホーム芦屋（浜町）  ７月１６日（木） 

●はつらつ館       ７月２９日（水） 

料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

    
(阪急以南・臨港線以北) 

 

 

はつらつ野菜市 
７月２９日 ８月２６日 

９月３０日 １０月２８日 

（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 
 

 

 

就業相談窓口のご案内 
就業相談窓口を７月１６日（木）9：30～12：00

に開設します。ご相談のある方は事前に事務局

にご予約の連絡をお願いします。担当：大谷･日笠 

      ３２-１４１４（お間違えのないように！） 
 

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：７/１３・２７（月）９：００～１１：３０ 

 

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！ 
 

 

 新型コロナの影響で、今年は年会費がまだの方が

多くおられましたが、督促状を送付しましたところ、大

勢の会員に納入いただけました。ありがとうございま

した。しかし、まだ未納の方がおられます。年会費は

５月末までに納入していただくことになっています。 

未納の方は大至急納入をお願いいたします。 

 

電話番号の掛け間違えで、ご迷惑をかけて

います。 ３２-１４１４ 

お間違えの無いようお願いいたします！ 
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「はつらつ写真館」  会員は特別割引！ 

●日時：９月３日（木）10：00～12：00 

●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＝2000円 ●プリント料別途必要(当日支払) 
 

 

 

まつぼっくりも通常通り

に再開しています！ 

是非ご利用ください！ 

体験可能 

 
-  4  -

https://www.irasutoya.com/2020/01/blog-post_68.html


市民公開各種講座の７月以降のお知らせ＊対策を講じての開催です 

パ ソ コ ン講 座  ７月の追加講座！ＺＯＯＭってなに！？ 
●zoom（ズーム）の使い方 7/31（金）10:00～12:00 参加費：1,500円 募集：5名 

・説明書いらず、誰でも簡単に使いこなせる。  ・パソコン、タブレット、スマホで利用できる。 

・ビジネスWeb会議からオンライン飲み会まで、幅広く使える。 

 ８月パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

●写真の整理と活用8/5･19･26(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 

●エクセル 8/8・22・29（土） 10:00～12:00  NEW  

受講料：3回 3,000円（教材費別）募集人員：5名 

●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

8/17・24・31（月) 8/7・21・28（金）10:00～12:00  

募集人員各日５名受講料：各日2時間 2,500円 

●大人プログラミング入門8/3（月）13:30～15:30 NEW 

受講料：1,500円 募集人員：8名 

●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） 

絵 手 紙 教 室 
絵が得意でなくても大丈夫！ 

原則第３木曜日 

●9：00～ ●10：30～ 
●受講料：月１０００円（材料費込） 

① キーボード教室（火曜日） 
・3ヶ月で１曲を両手で完成目標 

・3,000円（グループ・60分・月2回) 

② 大人のピアノ教室（日時：応相談） ＊センターは満席です 
・別会場：6,000円（会場費含む）（個人・60分・月2回) 

① ②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 

７/２５（土）10:00～12：00 

●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 
８/１･１５（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） 
Japan Newsの社説を英文・和文で読む  

７/７・２１、８/４・１８（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)   

８/４・１８（火）14：30～15：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

着 付 教 室  
●日程：７/９・３０（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 

書 道 教 室 
●７/７・２１、８/４・１８（火）原則第１・３火曜日 

●成人１３:３０～・１５:３０～ 

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円 

  ＊教材費５００円含む 

 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：8/7・21・28（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 

   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：７/15、８/５・１９（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： ７月２１日（火）１３：３０～（前日の８/２６ＡＭまでに要申込） ●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！ですが、７月はお休みです！ 
（原則月１回・第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒７月はお休みです！ 
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はつらつ館の使用について 
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 
 

 

親睦＆交流のための「会員同好会」 
７月から、はつらつ館が条件付きで使用可能となります。芦屋市の指針に沿った緩和となりますが、引き

つづき「新型コロナウイルス感染防止対策」にご協力ださい 

＊来館される方は、必ず、検温して熱がないかの確認とマスクの着用をお願いします。 

＊はつらつ館への入館前には、入口設置のアルコールで手指消毒をお願いします。 

＊お互い距離をとりあい、部屋の換気（1時間に2回程度）を心掛けてください。 

＊各グループ代表者は、活動日の参加者名簿を作成してください。 

●はつらつサロンワイ・ガヤの会、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”の各グループはお休み中です。再開時期は改めてお知らせします。 
 

（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） ～例年暑いこの時期は休会～   次回は 9月の予定です。 

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 

お待たせしました。7月から再開します。 

必ず、マスクはご持参ください。 

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。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。 

絵画クラブ 
“ＯＬＩＶＥ” 

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  

絵を描いてみたいな～と思っている方、初めてみま

せんか？お待ちしております。7月は 9日・30日 

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 

編物や手芸何でも楽しめる同好会です。和気あいあ

いと、手作りを楽しんでいます。 

将棋同好会 
７月は９日(木)・３０日（木）になります 

9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 

7月から再開します。久しぶりに対局を楽しみましょ

う！マスクは必ずご持参ください。 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

第１土曜/はつらつ館２階14：30～                               現在9名で 

第２土曜/市内別会場13～17時(内2時間)                          活動中♪ 

問合せ入部まで                                                メンバー募集 

ウクレレ同好会  
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） 

毎月第１・３水曜日 13：30～15：30 

はつらつ館  （作業室１又は２） 

7月から再開します♪ウクレレだけでなく・ギター

もOK！ ～楽器＋【マスク】持参ください～ 

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 

♪～Monty Alexander,Piano ＆ShellyMann 

and His Hriends  「My Fair Lady」 ～♪ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

7月13日と 27日(月)13：30～15：00 

場所：はつらつ館２階中会議室 

『飛沫防止』の工夫をして再開します。 男女混

声合唱です。 マスクはご持参ください。 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

第２日曜：芦屋市内別会場     いずれも 

第２月曜：はつらつ館2階作業室13時から 

ご連絡は鈴木まで。 

メンバー募集中！ 奥の深い 

トランプゲームで、認知症予防 

にいいと言われています。 

マジック研究会 
 ‟さあ、シルバーオンステージ目指して頑張りましょう‼”  メンバー募集中！  

第３月曜日13～15時 はつらつ館2階作業室 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 
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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 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

配分金の支払日 
６月就業分 ７月１５日（水） 

 ７月就業分 ８月１４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 

７月１４日（火） 

８月１１日（火） 
 

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

兵シ協主催の剪定講習会に当センターの会員が講師に！ 
６月９日から１２日、芦屋総合公園において兵シ協主催の剪定講習会に、当センターの剪定班の会員

が講師となり、９日・１０日の２日間講義をしました。参加者の自己紹介に始まり、道具の使い方の説明、

屋外での実技等、じっくりと勉強していただきました。参加者８名は４日間の講習を最後まで受講され、無

事修了証を授与されました。 
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https://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_7656.html


出演者募集！ 

第４回 シルバー オン ステージ 

日 時：令和２年１０月３日(土) 

場 所：市民センター別館 音楽室 
コロナウイルス感染の第２波が懸念されていますが、現時点で今年も開催可能として準備を進めていきた

いと思います。（中止の可能性もあります）歌、踊り、楽器演奏、手品等々の一組１０分程度で、個人や、グ

ループでもシルバーの会員の方がお一人でも参加されていれば、他の方が会員でなくても出演ＯＫです。

出演ご希望の方は、事務局にて申込書にご記入の上お申込みください。参加ご希望が多数の場合は、時

間の都合上同じジャンルの方で抽選をさせていただくこともありますので、予め了承ください。皆で作り上げ

る会にしたいと思いますので、ご協力もお願いいたします。 

申込み締め切り：７月３１日（金） 

 
 

ネットショップ 

「Ashiya Komachi Mall 」(芦屋小町モール）    

が、やっとオープンしました。 

 

取扱商品は、「袋小物」「衣類」「雑貨」「玩具」「アクセサリー」等々、シルバー

会員の手作り品です。まだまだ商品が少ないですが、少しずつ仕入れを増やしていき

ます。一度、覗いてみてください。 

URL   http://ashiyasilver.jp/mall/index.html 
ご興味のある方・出品ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 

 

 

 
 

QRコード 

オープン 
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