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会員数
１，１３７名
（男 623 名･女 514 名）
（１０月末現在）

新型コロナウイルス感染症の影響で市民センターの利用
者自体も減少している中、まず、シルバーが運営をするのか
否かの検討会議を８回開催、結果実施を決定。その後理事
会の承認を得てプロジェクトチームを立ち上げ、工程表に沿
って、備品類の選定、店内のレイアウト、厨房機器の点検、
スタッフ募集説明会の開催、ホール・キッチンスタッフの研
修、営業許可の申請、備品の購入、搬入、メニューの決定、
保健所の検査等々、目まぐるしく動き回る中、「キッチンカフ
ェなりひら」が市民センター本館２階にいよいよ１１月６日にオープンします。
この事業は芦屋市シルバーあげての一大事業で
す。「なりひら」に実際にかかわる会員の力だけでは、
とてもこの事業はなりたちません。

キッチン班の研修。連日頑張っています！

スタッフのおひとりからこんな言葉をいただきました。
～頑張ろう「なりひら」 育てよう「なりひら」～
会員全員が協力し、助け合って、育てていくことで大
きく発展していくものと思います。
オープンのチラシを同封しておりますので、是非ご家族、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。

10・11・12 月、会員紹介キャンペーン！
全国のシルバー人材センターで１００万人の会員を！という目標があります。当センターでも、会員拡大
委員会を中心に、会員増強について考え、行動し、日々頑張っております。
一人の会員さんが一人を紹介してくれると、会員数は倍になります。そこまでは、なかなか無理だとして
も、是非シルバー人材センターの魅力、たとえば、「人のためになる仕事ができる」「働くことで健康が維持
できる」「友達が増える」「知識が増える」などなど、少しでも紹介していただければ幸いです。
10・11・12 月は会員拡大月間。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。是非ご紹介をよろしくお願いいたします！
会員拡大委員会
- 1 -

１０ 月 活 動 実 績
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28
30

第３回安全適正就業委員会
第５回会員活動委員会
全シ協会員拡大・就業開拓担当者会議（羽渕次長）

入会説明会
第４回会員拡大委員会
第３回事業活性化委員会
全シ協新任理事長会議（山中理事長）
第７回事業運営部会
第３回会員意識向上委員会
中間監査
第５回理事会
事務局会議

理

事

会

●第３回 事業活性化委員会（１０/１５）
・お客様満足度調査について
・会員アンケートについて
・独自事業について
●第３回 会員意識向上委員会（１０/２７）
・会員スキルアップ研修について
・イベント等参加促進について
・センターのイメージアップについて

１０月の安全パトロール

●第５回 （１０月３０日）
・令和２年度上半期の事業及び収支報告について
・独自事業実施要綱の制定について

事業運営部会
●第７回 （１０月２３日）
・各委員会報告
・介護予防日常生活支店総合事業実績について
・令和２年度上半期事業実績速報値について
・「キッチンカフェなりひら」について
・公認会計士事務所との委託契約について
・安全・適正就業委員会の提案について
・独自事業実施要綱（案）について

１０月６日森山委員長、黒葛野委員、大谷職員
が剪定・除草の現場４か所を巡回。陽光緑地公園
での大掛かりな除草現場では 20ｍもの飛散防止
ネットによる飛び石の防止対策が取られていまし
た。また、剪定の現場では道具（電動バリカン等）
の故障における対応やルール化の見直しが必要
であり、今後の検討課題となりました。

専門委員会
●第３回 安全・適正就業推進委員会（１０/１）
・講座・講習について
・委員会だより５６号について
・作業別安全就業基準の策定について
・未就業者リストおよび聴き取りについて
●第５回 会員活動委員会（１０/９）
・清掃ボランティアについて
・保育所ボランティアについて
・パソコンの無料入門講習会の実施について
●第４回 会員拡大委員会（１０/１４）
・入会説明会への委員参加について
・各集会所などへのチラシ配架について
・会員紹介キャンペーンについて
・退会者の抑制・居場所づくりについて
・普及啓発チラシ配布について
・土曜入会説明会について
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～～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 ６８日
賠償事故
６８日（１１月２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

新規企画事業の提案を募集しています！
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

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：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！
会員活動委員会

シニアライフ・トータルサポートチーム 無料特別講演会

あなたが持ってるマンションの「管理」大丈夫？
管理費払っているし、管理組合の理事さんもやってくれてる。「管理会社」って
そのためにあるんでしょ？
⇒おっと危ない！その考え方。あなたのマンションの価値が下がるかも！
この問題、専門家に任せて！
日 時 令和２年１１月２８日（土） １３時～1５時 参加費 無料
場 所 はつらつ館 大会議室
講 師 司法書士・（一社）コミュニティ援助センター代表理事 上野義治氏

初級清掃講習会（無料）を開催します！！
ほうき・モップの使い方の基礎を学ぶ「初級清掃講習会」。現在お仕事中の方や
これからお仕事でやってみたいという方に向けた基本的講習会です。たくさんの
ご参加をお待ちしています。
日時 令和２年１２月２１日（月） １４時～１６時
場所 はつらつ館 中会議室 定員 １０名（先着順）
申込
３２-１４１４（担当：大谷・森川）
※当日は実技体験もありますので動きやすい服装でお越しください
予告

12 月 17 日(木)18 日(金)午後【宛名書き教室】を実施します。
字を書くことが少なくなりましたが、センターには毛筆の宛名書きの依頼があります。

字を書くことが好きな方、受講してみませんか。12 月 1 日発行の広報あしやに掲載予
定ですが、会員の方には先行案内です。 お申込みは事務局：白井まで
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お仕事の紹介＝請負・委任＝

就業相談窓口のご案内

時間等
週３日（曜日相談）
16：30～18：30
月・火
8：00～12：00
日
7：00～10：00
曜日相談
6：00～10：00
月・水・金
9：00～12：00
月・水・金
7：00～9：00
月・水・金
7：00～10：00
月末の木曜日
8：00～9：00
月か木
8：00～12：00
月・木
8：00～10：30
火・金
7：30～9：30
金曜か土曜
9：00～12：00
月
午前１時間
月
午前１時間
週２～３回
9：00～12：00
週２回
午前２時間
週１回
時間相談
週２～３回時間相談
（土日水以外）
週１回曜日相談
午前・時間相談

人数

１名
１名
１名
１名
１名
１～2
名

就業相談窓口を 11/20・12/18（金）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！）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
就業相談がメールでもできるようになりました！
パソコン・スマホ等により下記のアドレスへ
ashi.anzen.tekisei@gmail.com
＊詳細は安全・適正就業だよりをご覧ください。

１名
１名
１名
１名

ひょうご生涯現役促進事業

「高齢者就労相談窓口」が
当センターに開設されています

１名

この窓口は、労働力人口の減少と企業の人手
不足への対策として、兵庫県雇用開発協会が実
施する事業と連携し設置されるものです。（一般市
民対象、もちろん会員も利用可）
相談窓口は県内の９県民局・県民センターと８
市町シルバー人材センターに設置されています。
●開設日時：毎週火曜・金曜日(祝祭日は休)
午前９時～１２時までの３時間
＊詳細は、兵庫県ホームページ「ひょうご生涯現
役」で検索してください。

１名

朝来市ＳＣの剪定講習会で会員が講師に!

１名
１名
１名
１名
１名

１名
１名

お仕事の紹介＝派遣＝
時間等
火・木・土
朝と夕方
曜日相談（土日）
6：30～10：00
月・木・土（相談可）
16：20～20：20
月・水・日
18：00～22：00

人数

１名
１名
１名
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。
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１０月２６・２７日、当センターの高橋・外賀・野村
会員の３名が講師となって、兵シ協主催の剪定講
習会が朝来市シルバーで開催されました。１３名
の参加者があり、熱心に講義を受けられました。
兵シ協からは「来年も是非」とのお言葉もいただき
ました。

市民公開各種講座の１１月以降のお知らせ＊対策を講じての開催です
●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可）

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講座
●ＬＩＮＥの使い方 11/27（金）10:00～12:00

12/7・14・21（月)12/2・9・16・23（水）10:00～12:00

受講料：1,500 円 募集人員：6 名 ＊必ずスマホ持参 ・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12/7（月）13:30～15:30 NEW
●仕事に役立つエクセル
受講料：1,500 円 募集人員：6 名
12/5・12・19（土） 10:00～12:00
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）
受講料：3 回 3,000 円（教材費別）募集人員：5 名

スマホ１ｄａｙ講座 （必ずスマホを持参してください！）
12/11（金） グーグルを活用 12/18(金)ユーチューブ 12/25（金）ライン
●時間：10:00～12:00 ●受講料：1,500 円（教材費別） ●募集人員：６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) ①②とも事前連絡欠席の場合は振替レッスンあります

ワンコイン・イングリッシュ

らくらく・イングリッシュ

１１/２８（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

１１/７・２１、１２/５・１９（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）

只今満席

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

ABC を最初から(個別サポートあり)

１１/１７、１２/１・１５（火）13：15～14：20

１１/１７、１２/１・１５（火）14：30～15：35

●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

「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 10：00～12：00●場所：はつらつ館内 ●定員：１０名要予約
●撮影料：一般＝3000 円 会員＝2000 円 ●プリント料別途＊複数ポーズ可。

着 付 教 室

書 道 教 室

●日程：１１/１２・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

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：１１/９・３０（月）９：００～１１：３０

●１１/１７・１２/１・１５（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

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!

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
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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。ぜひご参加を！
●日時：１１月２４日（火）１３：３０～（前日の１1/２３ＡＭ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：１１/４・１８、１２/２・１６（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、１１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：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
●中学生：１８：３０～２０：００ 数学・英語
●月謝：週２回８０００円・週１回５０００円
＊随時体験教室受付中！

小学生プログラミング入門（２年生以上）
●日時：1２/４・１１・１８（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名

一時預かり「まつぼっくり」からのお願い！
乳幼児が遊べるおもちゃ（例：乳幼児用パズル、プラレール、ままごと用）等
安全に遊べるおもちゃが家で眠っていればご寄付をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。（事務局まで連絡下さい）
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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。
（青字は館外活動）

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”

活動日・場所

【第６２回 ASG ゴルフコンペ】今年最後のコンペです。 まだ、申し込み(若干)受付しています。
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
消毒液を傍らに、涼しい部屋で
毎週水曜日・9：30～12：00
換気もしながら対局しています！
はつらつ館２階作業室 ～見学自由～
(マスクはご持参ください。)
メンバー募集中！ 初心者も歓迎！

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。

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

市民センターの作品展に多数の皆様にご高覧
いただきありがとうございました。

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

お知らせ・コメントなど・・・

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。

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
上映日：11 月 9 日（月）9：30～12：00
はつらつ館 2 階大会議室 参加自由

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。

上映作品： 新海 誠監督の大ヒット
長編アニメーション【君の名は。】 （107 分）

ダーツ同好会
10 月から再開しました。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
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
１１月１４日(土)・２８日(土) はつらつ館 必ずマスクご持参ください。終了後、使用した器具を
消毒します。ご協力をお願いいたします。
今月は両日とも 午前中です。
(すずめクラブ)
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
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

毎月第２・４(木)／11 月は 12 日と 26 日 将棋を始めてみようかと思っておられる方覗いて
9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室 みて下さい。駒の動かし方からお教えします。
1１月７日(土) はつらつ館２階 14：30～16：30
11 月１０日(火)上宮川文化 C 13：00～15：00
問合せ入部まで
見学大歓迎！
１１月１４日(土)には、舞子ヴィラの演奏会に出演します！

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～

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！

11 月９日と３０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。

１１月８日(日)キッチンカフェなりひら(予定)
１１月９日(月)はつらつ館 2 階作業室
両日共 13 時～ 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。

‟さあ、今月の内容は何でしょう！！お楽しみに！” 現在メンバー7 名 メンバー募集中！
1１月 1６日（月）13～15 時 はつらつ館 2 階作業室

お問合せ：入部

＊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。
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芦屋駅前郵便局に

はつらつ野菜市

電子モニター広告を設置しています

１１月２５日
１２月２３日
１月２７日
２月２４日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

平成３０年度から会員拡大・就業開拓を目的と
して、１回１５秒間の電子モニター広告を芦屋駅前
郵便局のＡＴＭ横に新たに設置しています。
今年は山中理事長も登場しておられますので、
お立ち寄りの時にはぜひご覧になって下さい！

配分金の支払日
１０月就業分
１１月就業分

１１月１３日（金）
１２月１５日（火）

入会希望者説明会の日程
１１月１０日（火）
１２月８日（火）

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

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時）
●はつらつ館
１１月２５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)
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芦屋市シルバー人材センタ
ーは「粗大ごみ処理券取扱
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。

