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新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言下の対応 
2021年１月１４日兵庫県をはじめ６府県に緊急事態宣言が発令されました。当センターは１月１３日に

感染症対策会議を開催し、下記のとおりの対応を取ることとしました。 

----------------------------------------------------------- 

 ・各種講座に関しては定員半分の人数制限など感染予防対策を講じて実施。 

・乳幼児一時預かり“まつぼっくり”は預かり人数を５人から３人に減らして実施。 

・小町カフェ（小町サロン）、キッチンカフェなりひらも対策を講じて営業中。  

・同好会は緊急事態宣言が出ている間は活動自粛とします。   

・会員の皆さんは各自で感染拡大防止対策に努めて頂きますようお願いします。   

 

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 
 

会員意識向上委員会より 

芦屋市シルバー人材センター会員向け講座のご案内 
 仕事はもちろん日常生活にも役立つ講座です。特に令和２年度に入会された方や、公共施設など多くの

人に接する仕事をされている方、各種委員の方は是非受講してください。            

 

接 遇 講 座  
グッドコミュニケーション・グッドワーク 

～良い仕事は良好な人間関係から～ 

  ●日 時 ： ２月２２日（月）１３：３０～１５：0０  ●場 所 ： はつらつ館 大会議室 

  ●講 師 ： 会員意識向上委員会  森 信行 委員  
 

日常の人間関係に苦労されている方にもお奨めの講座です。 

 

 

「人生１００年時代の働き方」講座 
～「健康は仕事を持つこと」に代わるクスリは無い～ 

変動する社会情勢を理解して仕事や日常生活を考えてみましょう。 

いつもとは違った景色が見えてきますヨ。 
 

●日時 ： ３月８日（月）１３：３０～１4：３０  ●場所：はつらつ館 大会議室 

●講師 ： 会員意識向上委員会  森原 寛一 委員  
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１ 月 活 動 実 績 
12  入会説明会 
13  第８回新型コロナウイルス感染症対策会議 

15  第５回会員活動委員会 

19  新入会員オリエンテーション 

25  第８回広報啓発委員会 

27  事業活性化委員会新規事業ヒアリング 

28  第５回安全・適正就業委員会 

  事務局会議 

29  第１０回事業運営部会 

事業運営部会 
●第１０回 （１月２９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 

・第３四半期の実績について 

・新型コロナウイルス感染症対策会議について 

・会員状況調査について 

・発注者満足度調査について 

・事故報告について 

・令和３年度定時総会について 

専門委員会 
●第５回 会員活動委員会（１/１５） 

・無料 ZOOM講習会について 

・保育所ボランティアについて 

・令和３年度事業計画について 

●第７回 広報啓発委員会（１/２５） 

・「はつらつ芦屋」３２号について 

・しるば～たいむず２０号表紙について 

・ホームページ、ウェブ活用について 

・「いいねコメント」の活用について 

●第５回 安全・適正就業推進委員会（１/２８） 

・長期継続就業に関する運用について 

～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は剪定作業中、水道管破損の事故が 1件

発生。現在、傷害事故が 7件、賠償事故が 6件

発生しており、昨年よりも増加。くれぐれも安全に！ 
 

無事故達成日数 

    傷害事故   ４８日 

     賠償事故    １３日（２月１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 

新規事業ヒアリングを行いました 
１月２７日事業活性化委員会が２組の新規事業

提案のヒアリングを行いました。次の委員会で来年

度以降の実施の如何を検討します。 

 
 

発注者満足度調査について 
家事援助サービスの発注者向けに満足度調査

を行っています。調査結果が集計出来ましたら、

事務局だよりでお知らせいたします。 

事業活性化委員会 

 

令和２年度４～１２月事業実績 
今年度は新型コロナ禍という今までにない状況

下、事業実績については昨年度より５％ほどの減

少となっています（派遣含む）。会員数については

そんな中ですが若干増加しています。 

4月～12月 実績（派遣含む） 会員数（１２月末） 

令和元年度 363,546千円 1,140名 

令和２年度 346,514千円 1,145名 
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適正就業に係るお知らせ 
センター適正就業基準第３条第１項には、同一就業先に５年以上継続就業されている場合、他の会員

と交替することがあるとなっています。毎年、適正就業推進委員会で対象となる業務等について協議しな

がら進めています。新規就業希望者があれば調整していくことになります。 

今年度については来月号で詳細を掲載します。                  安全･適正就業委員会 
 
 

 

 

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、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 
 

 

 

 

保育所ボランティア、今年はおもちゃ贈呈！ 
 今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら

保育所ボランティアに行くことができませんでした。それでも

例年通り、会員有志で手作りおもちゃを製作し、１２月初旬

は出来上がり。コロナウィルスは２週間ほどでいなくなるそう

なので、１２月中は静かに置いておき、１月、６か所の保育

所に贈呈してきました。子供たちと一緒に遊ぶことはできま

せんでしたが、おもちゃの使い方の説明をおとなしく聞いてく

れました。来年は是非一緒に楽しく遊びましょうね！ 

        会員活動委員会 
 
 

 

 

「いいね！シルバー」コメント募集中！ 
広報活動に活用させていただきたく「いいねコメント」を募集しています。３月発行の「しるば～たいむず」

に掲載予定のものは集まりましたが、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。応募用紙は事務局のカウンターにあります！               広報啓発委員会 
 

 

 
 

 

 

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！ 

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。     

 

 

＊準備が整い次第、会員の皆さんにメッセージを送信いたします！ 
 

 
 

 

 

 

 

事務局に携帯電話番号の登録の無い会員の方へ⇒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。 
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市民公開各種講座の２月以降のお知らせ＊コロナ対策を講じての開催です 

シニアライフ・トータルサポートセミナー 

私の戦争体験～満州での生活から日本への帰国～ 
芦屋市在住の元満州での生活・帰国経験者が語る当時の現地での生活・帰国途上の困難 

日時 ３月１３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 北川知可子氏   参加費：５００円（当日受付） 

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

①写真の整理（募集人員：6名） 

3/12・19・26（金）10:00～12:00 

受講料：3回 2,000円（会員特典）（教材費別） 

②仕事に役立つパワーポイント（募集：５名）  

3/6・13・27（土） 10:00～12:00 

受講料：3回 3,000円（教材費別） 

●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

3/8・15・22・29（月)3/10・17・24（水）10:00～12:00 

受講料：各日 2時間 2,500円  募集人員：各日 5名 

●大人のプログラミング入門 ３/1（月）募集：6名 

時 間：13:30～15:30受講料：1,500円 
 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

スマホ１日講座～ＬＩＮＥの使い方～ （※スマホを持参してください） 
日時：３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） 

 

「はつらつ写真館」 要予約 

●日時：３/４（木）10：00～12：00 

●場所：はつらつ館内●定員：１０名  

●撮影料：一般＝3000円会員＝2000円 

●プリント料別途＊複数ポーズ可。 
ワンコイン・イングリッシュ 

２/２７（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 
２/６・２０（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  

２/２・１６（火）13：15～14：20 

 ●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)   

２/２・１６（火）14：30～15：35 
 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50円 

着 付 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 

書 道 教 室 
●２/２・１６、３/２・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 

衣類のお直し、りフォーム、仕立て 

衣類の仕立て、お直し、繕い、 

なんでもご相談下さい。 

日時：２/８・２２（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! 
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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３月３日（水）10：00～11：30●参加費：無料（要予約）●場所：中会議室●定員:６名 

 

 
 

 

やさしい傾聴講座（開講日4/7） たのしい回想法 

話を聴いてもらうだけで人は癒され本来の自分を

取り戻し、新たに歩み始めることができます。貴方

も「傾聴力」を身につけてみませんか？ 

●春季４～６月(第１・３水曜)５回コース 

●時間 10：00～12：00 

●受講料 ３０００円（前納） 

●定員 ２０名 

懐かしい思い出を語ることで心身が活性化し、健

康寿命と認知症予防につながります。 

●毎月１回開催（第２火曜）10：00～11：30 

●時間 10：00～12：00 

●受講料 １回５００円 

●定員 ６名 
 

 

 

 

 

入会希望者説明会の日程 
 

２月９日（火） 

３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。 

 
 

 

 

 

 

 

日曜日の朝、一緒にラジオ体操しませんか？ 
平成２９年６月の地区懇談会が発端となり、阪神東地区の会員が呼びかけ人となっ

て、同年８月から毎週日曜日の朝、春日公園でラジオ体操をしておられます。 

是非皆さんも参加しませんか？ 

 ●場所：春日公園 ●時間：7：00～7：30 ●朝６時雨天の場合中止 
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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：２月２４日（水）１５：００～（２/２２ＡＭ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：２/３・１７、３/３・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、２月はお休みです！ 
 

 

   会員対象「はつらつキッチン交流会」のご案内 
「食事づくり」の仕事で、いろいろなものを作れるよう はつらつキッチン班は毎月研究をしています。 

その成果を「交流会」でみなさんと一緒に料理しましょう。男性参加大歓迎です！！ 

●日 時：２月１９日(金) ９：１５～  ●会 費：８００円（当日徴収） 
●場 所：芦屋市民センター（公民館）２１４号 料理室 

●メニュー：マカロニグラタン・鶏肉のオニオントマト煮・コーヒーゼリー 

●持ち物：タオル・三角巾（バンダナ・帽子可）  ●定員：１５名 
 

 

会員対象「福祉・家事援助サービス研修会」にご参加を！ 

～コロナウィルス感染対策を踏まえた防災備蓄～ 
今回は家事援助の就業にあたって、感染防止対策の研修です。対象の会員さんには後日、ご案内を郵送

しますので、ご参加よろしくお願いします。対象会員でない方も大歓迎です。 

申し込みは担当の箱﨑まで 

日時：３月３１日（水）１３:３０～ 場所：はつらつ館 2階 大会議室  定員：２０名 

講師：三原 麻弓会員（整理収納アドバイザー・防災備蓄収納プランナー） 

内容：●コロナも災害 ●就業時の感染防止対策 ●コロナと自然災害に備える防災備蓄 
 

 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 

 アシスタント募集！ 内容：準備とあとかたづけ  ★２/17（水）15：00にご来局ください（連絡は事務局へ） 

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

 

★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月までは従来通りです。 
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お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
場所 業務 時間等 人数 

  
月・火 

8：00～12：00 
１名 

  
月～金 

13：00～17：00 
１名 

  
日 

7：00～10：00 
１名 

  
火・木 

18：50～22：20 
１名 

  
曜日相談 

6：00～10：00 
１名 

  
火・木・金 

7：00～9：00 
１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
第１・３木曜 

8：30～10：30 
１名 

  
火・金 

7：30～9：30 
１名 

  
金 

午前１時間 
１名 

  
週１回 

時間相談 
１名 

お仕事の紹介＝派遣＝ 
場所 業務 時間等 人数 

  
火・木・土 

朝と夕方 
１名 

  
曜日相談可 

16：20～20：20 
１名 

  
シフト制 

朝と夕方 
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２/１９（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！） 

 

配分金の支払日 
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） 

＊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。 

会員状況調査について 
平成２７年３月までに入会された会員対象に、

現在の状況についての調査票を送付済です。 

変更等を記入の上、２/２６までに返送をお願い

いたします。平成２７年４月以降の入会会員で、緊

急連絡先に変更がある方は、速やかに事務局まで

届け出をお願いいたします。 

お手数ですがご協力をお願いします。 
 

 
 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１１時半） 
●はつらつ館      ２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) 

 

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） 
 

 

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。 
 

 

1/29に事務所に来られた女性の方 
1階の女性トイレ（東側個室）に粗大ごみ処理券

が３枚落ちていました。お心当たりのある方は事務

局までご連絡ください！ 
 

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 

   
 

 

令和３年度 年会費受付開始！ 
領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を必ず

ご確認ください。おつりの無いようにしていただけれ

ば助かります。（２４００円） 

退会手続きについて 
来年度に会員継続の意思の無い方は、３月末までに

必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。手続き

のない場合は、新年度会費が必要になります。 
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こだわりの食材で、安心・安全なお料理を提

供しています。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。 
 

 
 

 
 

 
 

小町カフェでは、比較的来店者の少ない時間帯を利用して「小町カルチャー教室」

を企画中。教室の講師を募集します。ご興味のある方は事務局までご連絡下さい！ 
講師募集！ 
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