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会員数
１，１４５名
（男 627 名･女 518 名）
（１２月末現在）

皆様にはお健やかに新春をお迎えのことと心からお慶びを申し上げます。
平素は当センターの事業運営にご理解とご協力を賜り誠に有難うございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け地域経済や雇用にも大きな打
撃を与え、また、働き方や日常生活様式に変化を生じさせました。
当センターにおきましても、イベント関係の中止をはじめとし、講習会等独自事業
の多くが中止・延期を余儀なくされ、更に業務の休止・廃止などによって、令和２年
度の上半期事業実績額は前年同期比で約６％減少する結果となりました。
理事長 山 中 健
一方、厳しい状況下ではありましたが、会員並びに役職員のご尽力により、市民
センターで「キッチンカフェなりひら」を１１月６日にオープンすることができました。この事業は会員の新た
な就業機会を確保すると共に、地域の憩いの場、交流の場として、また、シルバー人材センターのイメージ
アップにもつながるものと考えています。会員の皆様にはこの事業を盛り上げて頂きますようご支援をお願
いいたします。
今後とも、会員のニーズに応じた就業機会の確保、独自事業の推進、安全・適正就業の徹底等積極的
に取り組んで参りまので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本年もシルバーを通じて皆様が元気で楽しく活動して頂くことを祈念申し上げ年頭のご挨拶と致します。

芦屋市シルバー人材センター女性の会

第７回「芦やん小町」女性の集いのお誘い
芦屋市在住の６０歳以上であれば、姉妹・お友達も参加できます！
今回は新型コロナウイルスの影響で、体験型を避け、講演の開催です。「健康長寿を
伸ばす脳トレ」と題して、テレビ出演もされていた児玉光雄氏を講師としてお呼びしま
す。やぶ米１ｋｇやキッチンカフェなりひら・小町カフェ利用券が当たる抽選会もあります
ので、是非ご参加ください。
●日時：１月３０日(土)１４時～ ●場所：芦屋市民センター３０１・３０２
●会 費：無料 ●定員：５０名 ●申込：電話（32-1414）または直接事務局へ

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。
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
１月２２日(金) 9：30～ 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
16：35 修了証明書交付（２日間すべての受講が必須）
＊受講料は無料 ＊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）
１月２０日(水)

9：45～
16：10
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１２ 月 活 動 実 績
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第４回安全・適正就業推進委員会
西宮市ＳＣ来訪（広報について）
阪神ブロック職員研修（森川）
阪神ブロック事務局長会議（北田常務）
兵シ協役員研修会（北田常務）
第５回会員拡大委員会
第７回広報啓発委員会
全シ協家事援助担当者オンライン会議（箱﨑）

17
22
25
28

●第４回 事業活性化委員会（１２/１７）
・発注者満足度調査について
・会員アンケートのスケジュール確認について
・会員企画提案事業について
・派遣事業について
●第４回 会員意識向上委員会（１２/２２）
・会員スキルアップ研修について
・イベント参加促進について
・センターのイメージアップについて

１２月の安全パトロール

第４回事業活性化委員会
第４回会員意識向上委員会
第９回事業運営部会
事務局会議

事業運営部会
●第９回 （１２月２５日）
・各委員会報告
・介護予防日常生活支援総合事業実績について
・「キッチンカフェなりひら」事業実績について
・小町カフェ実績について
・兵シ協役員研修会の報告について
・宛名書き教室、清掃講習会の報告について
・事故報告について
・新型コロナウイルス感染症について
・阪急バス車内放送広告について
・携帯ショートメッセージ送信サービスについて

専門委員会
●第４回 安全・適正就業推進委員会（１２/３）
・未就業者の対応について
・健康講座の実施について（⇒中止となりました）
・安全大会について（⇒中止となりました）
・委員会だより５７号について
・作業別安全就業基準について
・発生事故について
●第５回 会員拡大委員会（１２/９）
・入会説明会への委員参加について
・各集会所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（12/15 中止）
・来年度計画について
●第７回 広報啓発委員会（１２/１４）
・「はつらつ芦屋」３１号について
・「いいねコメント」について
・ホームページ、ウェブ活用について
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１２月１０日、森山委員長、渡辺・佐々木委員、
大谷職員が剪定・除草・清掃の現場６か所を巡
回。どの現場も安全に配慮され特に問題はありま
せんでしたが、１１月は事故が多発しており、今後
十分に気を付けてもらうよう注意を喚起しました。

宛名書き教室を開催しました
１２月１７・１８日、加藤・岩田会員が講師に宛名書
き教室に２日間で延べ２６名の参加。パソコン全盛
とは言え、暖かい筆文字のご依頼もあります。お仕
事にするべく今後も練習を積んで行きましょう。

清掃講習会を開催しました
１２月２２日の
清掃講習会には
１名が参加し、
掃除の基礎を学
びました。

配分金の確定申告について
シルバー人材センターから支払われる「配分金」は所得税法上「雑所得」として取り扱われます。次
に該当するような場合、その所得額によっては確定申告が必要となります。
１．配分金収入のみの場合
年間配分金の合計額が１０３万
円を超える場合

２．配分金収入の他に年金収入のある場合
（配分金－配分金に対する控除（５５万円））＋（公的年金等収入－公的年金等
控除額＊下記の表参照）が基礎控除（４８万円）を超える場合

６５歳未満の人(昭和３１年１月２日以後生)

６５歳以上の人(昭和３１年１月１日以前生)

公的年金等の収入 公的年金等の控除額(１０００万円以下)

公的年金等の収入

公的年金等の控除額(１０００万円以下)

１３０万円以下

６０万円

３３０万円以下

１１０万円

１３０万円超
４１０万円以下

年金収入×０．２５
＋２７．５万円

３３０万円超
４１０万円以下

年金収入×０．２５
＋２７．５万円

４１０万円超
７７０万円以下

年金収入×０．１５
＋６８．５万円

４１０万円超
７７０万円以下

年金収入×０．１５
＋６８．５万円

７７０万円１０００万円以下

年金収入×０．０５＋１４５．５万円

７７０万円１０００万円以下

年金収入×０．０５＋１４５．５万円

配分金、公的年金以外の収入がある場合は、それぞれの所得について計算し、確定申告が必要かどうか
を決めます。また、平成２４年から「公的年金の額が年４００万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が年
２０万円以下の場合は所得税の確定申告が不要となっています。詳しくは、税務署にご相談ください。

『配分金支払証明書』の発行について（お知らせ）
令和２年に５５万円以上の配分金を受け取られた方にのみ、「配分金支払証明書」を発行し、１月中旬に
郵送します（圧着ハガキ）。尚、５５万円未満の方で支払証明書が必要な方は、お手数ですが １月末まで
に事務局にお申し出ください。申告及び控除等についての詳細は上記の記事をお読みください。

安全・適正就業に関する相談がメールでもできるようになりました！
会員の皆さんからの就業に関する相談事や要望等について、１１月から新たにメールによる相談窓口を開
設しております。どうぞお気軽にご利用ください。安全・適正就業に関する事ならどんな内容でも結構です。

ashi.anzen.tekisei@gmail.com
令和３年２月より会員の携帯電話にショートメッセージ（SMS）※で
センターからのお知らせを一斉送信するサービスを開始します！
※携帯電話番号を用いた短文でのメッセージ

■ ショートメッセージ受信可能な携帯電話 ⇒ ・スマートフォン ・ガラケー
■ ショートメッセージ送信元の番号 （＊登録をお願いします）
ｄｏｃｏｍｏ、ａｕ、楽天モバイル ⇒ 050-5491-4105
Softbank、Y!mobile
⇒ 242244 からメッセージが届きます。
＊詳細の内容、日程については来月号に掲載します。
事務局に携帯電話番号の登録のい会員の方へ⇒お手数ですが携帯電話番号のご連絡を事務局までお願い致します。

１月中に家事援助の発注者宛に「お客様満足度アンケート」を送付します
～～アンケート結果については、今年度中にお知らせできる予定です～～
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欧風黒毛和牛カレー、日替わりの定食、手作りケーキなど「美味しい」と早くも評判になっています。
まだまだ、行き届かないところもありますが、スタッフ会員一同、日々頑張っておりますので、是非お誘い
あわせの上、ご来店くださいますようお願いいたします。１月６日から営業します！

こちらも是非、応援をよろしくお願いいたします！１月５日から営業します！

「いいね！シルバー」コメント大募集！
広報活動に活用させていただきたく「いいねコメント」を募集します。まずは３月発行の「しるば～たいむ
ず」に掲載予定です。たくさんのコメントが集まれば、他にもいろいろなところ（チラシやリーフレット等）に掲
載していこうと考えています。＊詳細は別紙に記載しておりますのでご覧ください。
広報啓発委員会

★令和３年４月からの、はつらつ館の日曜日使用について★
来年度から「はつらつ館」の日曜日使用が可能となります。ただし、会員同好会の使用のみとし、土曜日は
市民対象とした講座などを優先。３月までは従来通り、申し込みについては１月に入ってからとします。
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市民公開 各種講座の１月以降のお知らせ＊コロナ対策を講じての開催です

with コロナ時代の シニアのくらしとお金・最新情報
●私たちの年金のお話しをもう一度 ●便利な金融サービスと注意点（デビットカードとサブスクリプション）
●預金・株・債券・投信・ＦＸの最新情報 ●高齢者のすまいと介護施設最新情報
日時 １月９日（土）１０：００～１１：３０ 場所 はつらつ館 大会議室 定員 ２０名（先着順）
講師 ファイナンシャルプランナー 植田英三郎氏
参加費：５００円（当日受付）

受講料無料！「網戸・障子張替」技能講習会
●日時 ： ２月１８日（木）９：００～１５：３０ ●場所 ： シルバー業平作業所（業平町６－１９）
●受付 ： 電話（３２－１４１４） ＊カッターがあればご持参下さい。
●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可）
●ワード初級 2/12・19・26（金）10:00～12:00 募集：6 名 2/8・15・22（月) 2/3・10・17・24（水）10:00～12:00
・募集人員各日５名・受講料：各日 2 時間 2,500 円
受講料：3 回 会員特典 2,000 円（教材費別）
●大人のプログラミング入門 2/1（月）募集：6 名
●仕事に役立つエクセル
時 間：13:30～15:30 受講料：1,500 円
2/13・20・27（土） 10:00～12:00

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講座

受講料：3 回 3,000 円（教材費別） 募集：5 名

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

Ｚｏｏｍの使い方１ｄａｙ講座 （※パソコン、スマホ、タブレット持参可）
日時：２月５日（金） 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
9：30～11：30
●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）
・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

１/３０（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

１/１６・２３（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

ABC を最初から(個別サポートあり)

１/５・１９（火）13：15～14：20

１/５・１９（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：３月・６月・９月・１２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

第２・４木曜＝はつらつ館 第１・３木曜＝茶屋集会所

●受講料：１回２０００円（茶屋集会所は+３００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：１/１８・２５（月）９：００～１１：３０

●１/５・１９、２/２・１６（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

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!

シニア世代対象 就職支援セミナー
ハローワーク西宮、兵庫県シルバー人材センター協会と連携しての初めての試みである「シニア世代対象
就職支援セミナー」を下記のとおり開催します。「終活」の講演もありますので、ご興味のある方は是非ご参
加ください。お問合せ・お申込みはハローワーク西宮 生涯現役支援窓口（0798-75-6714）へ
●日 時：令和３年２月３日（水） １３:３０～１５:００ （受付１３:００～）
●場 所：芦屋市民会館３０１号室（芦屋市業平町８-２４）
●対 象：就職を希望するおおむね６０歳以上の方
●定 員：５０名（要事前予約・先着順）
●内 容： 「豊かなセカンドライフのために」 終活カウンセラー 畦本 勝一氏
シニア世代の就職状況について ハローワーク西宮
シルバー人材センターＰＲ
芦屋市シルバー人材センター
＊マスク着用してご参加ください ＊コロナ感染状況などにより急遽中止になる場合があります。

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：１月２６日（火）１３：３０～（前日の１/２５ＡＭ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

●日時：１/６(1/20 は無し)、２/３・１７（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、１月はお休みです！

「はつらつキッチン交流会」
●日時：２月１９日（金） 市民センター２１４号料理室 ●会費：８００円（事前納入）
今回のメニューは「フランス料理」。詳細は事務局だより２月号に掲載します。
多数のご参加をお待ちしています。お楽しみに！

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３年２月１日（月）10：00～11：30 ●参加費：無料（要予約） ●場所：中会議室

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：１/６・２０（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：Ｒ３．２/１２・１９・２６（金）16：30～17：30 ●受講料：３回３０００円（前納） ●定員：６名

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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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）

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”

ビデオ散歩倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
麻雀同好会

冬期お休みします。

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館２階作業室 ～見学自由～
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 1 月 14 日・28 日
13～16 時 はつらつ館 2 階中会議室

会員募集中です！
楽しく絵を描いてみませんか？

はつらつサロンワイ・ガヤの会

手芸同好会

お知らせ・コメントなど・・・

消毒液を傍らに、マスク着用、
換気しながら対局しています！
見学自由。来て見てください、

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

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。

奇数月に活動していますが、1 月はお休みとします。
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

(すずめクラブ) コロナ３ステージのため暫く休会とします。

カラオケ同好会“ひばりクラブ” お休み中。
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

再開時期については改めてお知らせします。

毎月第２・４(木)／1 月は 1４日と 2８日
9：30～12：00 はつらつ館２階中会議室

新年の「指し始め」をお楽しみください。
初心者歓迎します。

1 月 9 日(土)はつらつ館 2 階 14：30～16：30
今回は 1 回のみになっています。
問合せ入部まで

11/4 の
演奏会

コロナ拡大のため、12 月と 1 月はお休みとします。2 月以降は改めてお知らせします。
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！

1 月２５日(月)の 1 回 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。

1 月 8 日(金)「小町カフェ」で 10 時から
1 月 18 日(月)はつらつ館 2 階 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。

‟さあ、講師も決まりました。頑張りましょう！”
現在メンバーは 7 名！
1/１８（月）13～15 時 はつらつ館 2 階作業室
月 1 回 2 時間
・・・参加希望の方は入部まで・・・

＊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。
コロナ拡大の状況により予告なしに変更されることがあります。各自でご確認ください。
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お仕事の紹介＝請負・委任＝
場所

業務

時間等
月・火
8：00～12：00
日
7：00～10：00
曜日相談
17：30～19：30
曜日相談
6：00～10：00
月・水・金
9：00～12：00
火・木・金
7：00～9：00
月・水・金
7：00～10：00
火・金
7：30～9：30
金曜か土曜
9：00～12：00
月
午前１時間
週１回
時間相談
週１回曜日相談
午前・時間相談

～～事故ゼロ運動～～
人数

１名
１名
各１名

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

業務

時間等
火・木・土
朝と夕方
曜日相談可
16：20～20：20

無事故達成日数
傷害事故
２４日
賠償事故
２０日（１月４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
令和３年前半・配分金の支払日
１２月就業分
１月１８日（月）
１月就業分
２月１５日（月）
２月就業分
３月１５日（月）
３月就業分
４月１５日（木）
４月就業分
５月１８日（火）
５月就業分
６月１５日（火）
＊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１８日となります。

入会希望者説明会の日程

お仕事の紹介＝派遣＝
場所

１２月はようやく、事故ゼロ。安全第一でよろしく
お願いいたします。

人数

１名
１名

就業相談窓口のご案内
就業相談窓口を 1/２１（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

１月１２日（火）
２月９日（火）

土曜日入会説明会を開催します！
毎月定例の第２火曜日がダメな方、土曜日に開催
します！お友達、ご近所のお知り合いに宣伝して
下さい！申し込みは電話でも OK です。

２月２７日（土）1３：３0～

はつらつ館

新入会員です！よろしくお願いします

３２-１４１４（お間違えのないように！）

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１１時半）
●エルホーム芦屋（浜町） １月２１日（木）
●はつらつ館
１月２７日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

退会会員です。長い間ありがとうございました

(阪急以南・臨港線以北)

はつらつ野菜市
1 月、２月はお休みです
３月３１日(水)開催します！
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）
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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。

