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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 

１，１２５名 

（男614名･女511名） 

（9月末現在） 

 

今年３月末で閉店となった芦屋市民センター内のレストランですが、その跡

を当センターが引き受けることになりました。名前は「キッチンカフェなりひら」。 

芦屋は伊勢物語の作者である「在原業平」ゆかりの地。由緒ある「業平」の名

称を受け継ぎ、市民センターの利用者をはじめ、地域の人の憩いの場所とすべく、この名前となりました。 

９月１６日のスタッフ募集説明会には総勢５１名の

参加があり、出来るだけ早期のオープンに向けて、皆

で準備に東奔西走しています。この事業を実施する

にあたって、センターの会員の就業延べ人数は年間

２５００名以上増加します。元気な高齢者が元気に働

き、芦屋がますます良い街に発展することを願ってい

ます。オープンの暁には、ぜひぜひ家族、友人ととも

に訪れてくださいますようお願い申し上げます。 
 

～会員活動委員会から～ 

１０月１７日(土)清掃ボランティア募集！ 
先月号でもお知らせしましたが、まだ１０名程しか連絡がありません。マスク持参・黄

色のブルゾン着用で、今年は２号線沿いの清掃のみとし、懇親会はありません。コロナ

禍の中ですが、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、是非、清掃ボランティアにご参加く

ださい。皆で芦屋の街を綺麗にしましょう！ 

受付９：１５   開始９：３０  申込：電話又は事務所まで  ＊雨天中止 
 

今年も作ります！おもちゃ作りにご協力を！ 
毎年実施している保育所ボランティア。今年の状況では受け入れの要望がな

いかもしれませんが、いつものように手作りおもちゃを製作し、訪問できない場合

はお届けしよう！ということで、昨年とおもちゃ作りを実施します。ご協力下さる方を

大募集！和気あいあいと一緒に作りましょう！  

●日時：１０/１６（金）１９（月）・１１/２（月）１６（月）２０（金）２４（火）２５（水）いずれも１３：３０～１５：３０ 

●場所：作業室２あるいは中会議室 ＊上記の時間の一部でも結構です。是非ご協力をお願いします！ 
 

 

はつらつ館の利用人数制限緩和について 
１０月１日から「はつらつ館」の利用人数制限を緩和しました。ただし、大声を発する・歌唱する・楽器吹奏がある

場合については人数制限を継続、、また、対策についても引き続き下記のとおりお願いします。 

●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 

●使用時 ・人と人とが接触しない距離（混雑時最低１メートル）・原則１時間に２回、窓開け・換気扇は「強」に設定  

●使用後  ・使用した机、椅子、扉、窓の鍵等の清拭、消毒 
 

新型コロナウイルス感染症が収まるまでの土日の緊急連絡先：080-4173-7669 

スタッフ募集説明会にはたくさんの会員が参加してくれました 
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９ 月 活 動 実 績 
7  神戸市企画調整局特命課職員来訪 

8  入会説明会 

11  第３回会員活動委員会 

24  簿記研修会（阿部監事・今井主査） 

25  第６回事業運営部会 

28  第４回広報啓発委員会 

  近シ協職員研修（北田常務） 
29  近シ協職員研修（箱崎） 

  全シ協専務理事・兵シ協課長来訪 
30  事務局会議 

事業運営部会 
●第６回 （９月２５日） 

・はつらつ館利用定員数の緩和実施について 

・独自事業実施要綱について 

専門委員会 
●第３回 会員活動委員会（９/１１） 

・保育所ボランティアについて 

・清掃ボランティアについて 

・オンライン茶話会開催に向けてスマホ、 

パソコンの無料入門講習会の実施について 

●第３回 広報啓発委員会（９/２８） 

・「はつらつ芦屋」３１号について 

・掲示板活用について 

・会員募集のポスターについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の安全パトロール 

９月７日森山委員長、石本・後藤委員と大谷職

員が剪定・除草の現場７か所を巡回し、安全点検

を実施。あいにく雨天でしたが、十分に注意を払っ

て作業されていることが確認できました。まだまだ

暑い中、熱中症対策もきちんされていました。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は事故ゼロ。この調子お願いします。 

 

無事故達成日数 

    傷害事故  ４２日 

     賠償事故   ４２日（１０月５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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   会員対象 各種講座等のおしらせ 
ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修 

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：１０月２７日（火）１５：３０～（前日の１０/２6ＡＭまでに事務局の箱﨑まで要申込） ●場所 はつらつ館内 

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：１０/７・２１、１１/４・１８（水）１３：３０～１５：３０   ●費用 ：３００円/回  ●持ち物等 ：飲み水 

芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！ですが、１０月はお休みです！ 
 

 こども対象講習会等  

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室） 
●日時：１０/７・２１、１１/４・１８（水）16：00～17：00●費用：３０００円（月２回・材料費込）  

●場所：はつらつ館  ●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆 

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 
 小学生プログラミング入門（２年生以上） 

●日時：1１/６・１３・2０（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名 
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芦屋市生活支援型訪問サービス（総合事業） 

従事者向けステップアップ講習会を開催 
芦屋市生活支援型訪問サービス（総合事業）従

事者向けステップアップ講習会が、９月１８日に開

催され、１２名の会員が参加しました。 

 総合事業は今年度で４年目を迎え、今回初めて

の従事者対象のステップアップ研修となり、講師の

伊谷須美子会員（NPOコミュニティ・サポートセンタ

ー神戸・地域密着型サービス第三者評価員）か

ら、高齢者の生活支援就業にあたっての心構えや

注意点、認知症・介護保険の制度について学び、

意見交換、情報共有を図りました。 

 受講後のアンケートでは、定期的な意見交換会

の開催を望む意見等も出て、実りのある講習会と

なりました。 

 

明石市シルバーで技能班講習開催 
１０月１・２日、技能班(網戸・障子・襖の張替)の空

谷会員と田村会員が、明石市ＳＣ技能講習会の講

師として出向かれました。どのセンターにおいても

技能の継承が難しくなってきています。明石市の

作業場は芦屋の４倍程あり、少し羨ましい環境では

ありました。当センターも常時、技能習得して一緒

に就業できる方を募集しています。プロから学べま

すのでご興味ある方はぜひお問合せください。 

（事務局/白井） 

 

機械清掃講習会を開催しました 
９月１３日（日）、機械清掃班がはつらつ館で作

業を実施する際、同時に講習会を開催、３名の会

員が参加しました。館内の床や、玄関前の駐輪場

所も見違える程ピカピカになりました。 

 
 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●はつらつ館    １０月２８日（水） 

＊打出商店街の「まごのて」は閉鎖となりました。 

＊11/19のエルホームは中止⇒12/17に変更 

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 
１０月２８日 １１月２５日 

１２月２３日 １月２７日 

（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前） 

 

配分金の支払日 
９月就業分 １０月１５日（木） 

 １０月就業分 １１月１３日（金） 

１１月就業分 １２月１５日（火） 
 

入会希望者説明会の日程 
１０月１３日（火） 

１１月１０日（火） 
 

新入会員です！よろしくお願いします 
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市民公開各種講座の１０月以降のお知らせ＊対策を講じての開催です 

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

●年賀状作成 11/6・13・20（金）10:00～12:00 

受講料：3回 2,000円（会員特典）（教材費別） 

募集人員：6名  

●仕事に役立つパワーポイント 

11/7・14・21（土） 10:00～12:00  

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） 

11/2・9・16・30（月）11/11・18・25（水）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11/2（月）13:30～15:30 NEW 

受講料：1,500円 募集人員：6名 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

Zoom（ズーム）の使い方講座 
ＺＯＯＭって何？？⇒パソコンやスマートフォンを使ってセミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリ 

●10/30（金）10:00～12:00 ●受講料：1,500円 ●募集人員：5名 
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 シニアのピアノ教室（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) 

 (注) 別会場は会場費も含む 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 

１０/２４（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 
１０/３・１７、１１/７・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） 
Japan Newsの社説を英文・和文で読む  

１０/６・２０、１１/１７（火）13：30～14：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

只今満席 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)   

１０/６・２０、１１/１７（火）14：30～15：30 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

ＥＳＳＴ主催 「ボードゲーム スクラブル」無料体験会 
スクラブルとは、手元の文字を組み合わせて英単語を作り、楽しみながら英語

力を身に着けるゲームです。＊英和辞典ご持参ください 

●日時：１０/１７（土）１３：００～ ●定員：３名（10/12から受付・先着順）  

「はつらつ写真館」プロが撮る記念の１枚！肖像写真や家族写真を撮りませんか？  

●日時：１２月・３月・６月・９月の第一木曜日10：00～12：00 

●場所：はつらつ館内 ●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 

＊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：（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 
●１０/６・２０（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 

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：１０/１２・２６（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! 

  
-   4   -

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561599949/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNTQ1ODUwNDE3MzI0MzMzMzMxLw--/RS=%5eADBhAZgbsveXXwziVxu_WNwmBbkwgQ-;_ylt=A2RinFFNzhJd0jcADAyU3uV7


 
 

 

 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ます。月～土の６日間、会員は５００円、一般は１０００円で使用可能です。 
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 お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
  時間等 人数 

  
月～金 

13：00～17：00 
１名 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
日 

7：00～10：00 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
日 

8：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

9：00～12：00 
１名 

  
月・水・金 

7：00～9：00 

１～2

名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
月・水・金 

7：30～9：30 
１名 

  
月・金 

8：00～10：30 
１名 

  
月～金 

8：00～10：30 

2～3

名 

  
火・金 

7：30～9：30 
１名 

  
金曜か土曜 

9：00～12：00 
１名 

  
月 

午前１時間 
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 

  
週２回 

午前２時間 
１名 

  
火 

13：00～16：00 
１名 

  
週２～３回時間相談 

（土日水以外） 
１名 

  
火 

午後１時間 
１名 

  
週１回曜日相談 

午前・時間相談 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 
  時間等 人数 

  
曜日相談 

6：30～10：00 
１名 

  
月・木・土（相談可） 

16：20～20：20 
１名 

  
月・水・日 

18：00～22：00 
１名 

 

 

 

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。 
 

就業相談窓口のご案内 
就業相談窓口を 11/20・12/18（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！） 

 

はつらつ館玄関前掲示板に 

月間スケジュールを貼っています！ 
広報啓発委員会の新しい試みです。はつらつ

館では毎日いろいろな講習会、会合、同好会等

が催されていますが、どこで何をしているのか一

目でわかるものあれば良いのに、ということで、こ

のたび月間スケジュールを作成しました。 

これを見て新たなお仕事の依頼や、受講生

の増加、会員の増加につながればこれほど嬉し

いことはありません。スペースの都合上、決して

文字は大きくないので、近寄ってじっくり見てい

ただればと思います。 

＊一般市民も見る場所ですので、会議等に

ついてはここには掲載していません。 

 
 

 

シルバー会員手帳、申込開始！ 
 ２０２１年会員手帳の申し込みを開始します。 

 一部負担(３００円)が必要となります。ご希望の方は 

１０月３０日までに事務局までお申し込みください。 
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親睦＆交流のための「会員同好会」 
＊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。 

＊各グループ代表者は、活動日の参加者名簿を必ず作成してください。 

（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） 

【第６２回ASGゴルフコンペ】今年最後のコンペです。奮ってご参加ください。  参加者募集！  

プレー日１１月１８日(水) ９時３３分プレー プレー料金：8,420円(昼食費込)参加費 1,000円  

プレー場所神有カントリー倶楽部／078-981-5333担当：向井 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～ 

メンバー募集中！ 初心者も歓迎！ 

消毒液を傍らに、涼しい部屋で 

換気もしながら対局しています！ 

           (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 

＊メンバー募集中！楽しい時間を一緒に過

ごしましょう  

恒例の「オリーブ作品展」を市民センター 

3階で 10月21日～26日まで行います。  

是非見てください。絵の仲間/オリーブを楽し

んでくださいませ。 お待ちしております     

はつらつサロンワイ・ガヤの会  お休み中です。 再開時期を検討して、改めて事務局だよりでお知らせいたします。  

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。 

ビデオ散歩倶楽部 
9月から活動再開しました。奇数月に活動しています。一緒に映画鑑賞をして親睦を深めて

います。次回は 11月９日(月)午前の予定です。上映作品は次月にお知らせします。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 

１０月から再開します！当日は体調を確認（検温）の上、マスク着用でご参加ください。 

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  

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 

お待たせいたしました！ 久しぶりに開催します。衛生・健康面に十分注意されマスク着用

でご参加ください。 終了後、使用した器具を消毒します。ご協力もお願いいたします。 

10月10日(土)・24日(土) 両日とも午後1時からです。 会場：はつらつ館大会議 

カラオケ同好会“ひばりクラブ” お休み中。  再開時期については改めてお知らせします。 

将棋同好会 
毎月第２・４(木)／10月は8日と 22日 

9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 

その日のメンバーで対戦しています。初心者歓

迎します。新しい楽しみ方みつけませんか？ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

10月13日(火)上宮川文化センター 13：00～15：00 

11月7日(土)はつらつ館２階14：30～16：30 

問合せ入部まで           メンバー募集中！ 

１１月１４日(土)には、舞子ヴィラの演奏会に出演します！     

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） 

♪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 

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！ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

10月12日と 26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ています。  

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 

10月11日(日)芦屋市楠町会場 

10月12日(月)はつらつ館2階作業室 

両日13時から 鈴木 

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、徐々にレベルアップしていきましょう！” 現在メンバー7名 メンバー募集中！  

10月19日（月）13～15時 はつらつ館2階作業室  問合せ：入部                        
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芦屋市・生活支援型訪問サービス従事者研修のご案内 
高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスの担い

手になりませんか？生活支援訪問型サービスとは、要支援１・２の方等、この事業対象者に生活援助（買

物・調理・洗濯・掃除など）を行うもの。資格がなくても、本研修を修了した方はこの事業に従事できます。 

＊受講料は無料です  ＊２日間すべての受講が必須です。 ＊申込書は事務所にあります。 

●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課（３８－２０４０） 
 

 

会員対象「はつらつキッチン交流会」のご案内 
食事作りの出来る会員増強のため、交流会を通じて、はつらつキッチン班の活動を知っていただきたく、

開催します。今回は和食料理です。男性会員の参加も大歓迎です！  

 ●日 時 １０月１６日（金）９時３０分から  ●会費：８００円 

●場 所 芦屋市民センター（公民館） ２１４号 料理室 ●持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ等可） 

●メニュー：和食（炒り豆腐・豚肉の生姜炒め・ピーマンの塩昆布炒め・シジミの味噌汁）   
 

 

傾聴グループ「はつらつコール」主催 「回想法」学習会のお知らせ 
回想法とは、米国の精神科医ロバート・バトラーが提唱した方法で、昔の事を懐かしく思い出すことで、

脳、心、身体が活性化され、認知症予防や改善にもつながるものです。是非ご参加ください。 

●日時：１０月２４日（土）13：30～15：30  ●場所：市民センター4階 401・402号室 

●講師：神戸女子大学教授 津田 理恵子 先生   ●受講料: 500円 （要事前申込） 
 

 

新規企画事業の提案を募集します！ 
センターの基本理念は「自主・自立、共働・共助」。当センターではいろいろな独自の事業を実施してい

ます。このたび、新しく地域に貢献できるような事業の提案を募集します。事業の提案には最低３名の会員

が必要ですが、募集することも可能です。まずは事業内容、目的、経費、効果などを記載する提案書が事

務所にありますので、ご来局下さい。締め切りは１１月３０日。１２月に事業活性化委員会で検討します。 

ご提案お待ちしています。                                   事業活性化委員会 
 

 

10・11・12月、会員紹介キャンペーン！ 
紹介してくださった会員、新入会員の両方に「小町セット券」をプレゼントします。是非ご紹介ください！ 

 

     

 

市役所パネル展に２１３人の来場がありました！ 
９月１１日から２４日、市役所北館でセンターの活動紹介のパネル展は今年で４回目となりま

す。今年のテーマは「シルバーを楽しもう！」 

就業をはじめ、同好会や女性の会など、生き生きとした

会員の活動を、市民に見ていただく良い機会となりました。 

アンケートにも、「いろんな活動があることを知りました」

「父にすすめたいと思いました」「参加を考えています」など

の声をいただきました。 
 

 

１１月５日(木) 9：45～

16：10 

オリエンテーション・制度理解・職務理解・高齢者の尊厳の保持・ 

老化や疾病の理解と介護予防・チームケアなど 

１１月６日(金) 9：30～

16：35 

自立支援の理論と実践・本人や家族とのコミュニケーション・認知症の理解 

修了証明書交付 
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