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会 員 数 

１，１０５名 

(男609 名･女49６名) 

（７月末現在） 

 

第４回 シルバー オン ステージ 
日時：令和３年９月２５日(土)１３時開演 

場所：市民センター別館 音楽室 
           コーラス、詩吟、楽器演奏、手品等々、会員＆その仲間が出演します。 

新型コロナウイルス感染症の状況で、開催中止の場合もあります。 

             
 

新型コロナウイルス感染症への対応について 
８月２日から３１日まで、兵庫県にまん延防止重点措置が適用となりましたので、下記のとおりの対応を

お願いいたします。これまで同様、マスクの着用及びアルコールによる消毒（入口に設置）、窓の開放、間

隔をあけての着席など十分に注意をお願いします。 

●各種講座等でのはつらつ館の使用 ： 部屋の定員の半数で開催 

●乳幼児一時預かり ： ５名まで対応 

●小町カフェ・キッチンカフェなりひらは対策を講じて営業継続。 

●同好会については８月３１日まで自粛 

芦屋市シルバー人材センター新型コロナウイルス感染症対策会議  

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 
 

 

広報啓発委員会 会報誌「はつらつ芦屋」３３号、原稿募集！ 
令和４年１月発行予定の「はつらつ芦屋」にあなたの記事を掲載しませんか？ぜひご応募ください！ 

 ●「紀行・寄稿・奇行」････文章８００字程度と写真２～３枚 

 ●「芦屋のここが好き」････文章４００字程度と写真１～２枚  締切：９月２４日(金)までに事務局まで 

 

派遣会員として就業中の方へ教育訓練を実施します！ 
派遣会員として就業中の会員に向けて、下記のとおり実施します。 

●日時：９月８日(水)１０：００～  ●場所：大会議室  ●定員：２０名  ●締切：９月６日(月) 

参加の方には最低賃金９００円×受講時間(個人によって違います)が賃金として支払われます。 

＊申し込みは大谷・森川まで 
 

 
 
 

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、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 



７ 月 活 動 実 績 
1  安全運転管理者講習(羽渕次長) 
6  第２回事業活性化委員会 
8  女性の会ミニコンサート 
9  第１５回新型コロナウイルス感染症対策会議 

13  入会説明会 

14  第２回女性の会運営会議 

16  エイジレス基礎セミナー（神谷） 

20  新入会員オリエンテーション 

21  安全意見交換会「自転車事故ストップ」 

26  第３回広報啓発委員会 

27  事務局会議 

28  兵シ協事務集中化会議(森川) 

30  第４回事業運営部会 

事業運営部会 
●第４回 （７月３０日） 

・市長及び議長への要請行動について 

・インボイス制度について 

・「はつらつ館」日曜日の使用に関する 

規程の改正について 
・「キッチンカフェなりひら」報告と今後の運営について 

・シルバーフェスティバルの実施について 
 

専門委員会 
●第２回 事業活性化委員会（７月６日） 

・会員アンケートについて 

●第３回 広報啓発委員会（７月２６日） 

・「はつらつ芦屋」３３号について 

・月間スケジュールについて 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
７月は大変な事態となりました。傷害事故が２

件、賠償事故が４件、合計６件もの事故が発生して

しまいました。 

傷害事故は２件とも転倒によるもの、賠償事故

は除草中の飛石が２件、家事援助中のアイロンに

よる事故が２件です。 

危険はどこにでも潜んでいます。今一度気を引

き締めてお仕事にあたるようお願いいたします。 
 

 

無事故達成日数 

    傷害事故   １０日 

     賠償事故   １３日（８月２日現在） 
 

 

令和３年度第１四半期事業実績 
コロナ禍の影響で昨年度は実績が減少しました

が、今年度はコロナ関連の受注等もあり、109.3％

の増加となりました。 

4 月～6 月 実績（派遣含む） 会員数（6 月末） 

令和２年度 105,670 千円 1,111 名 

令和３年度 115,521 千円 1,118 名 

 
 

 

７月の安全パトロール 

 
７月１３日、森山委員長、黒葛野副委員長、大谷

職員が除草・剪定の現場５か所を巡回。傾斜地や

交通量の多いところなど、気を付けるべき場所につ

いては特に気を付けるよう指導しました。 
 

 

令和３年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

まったなし 安全は一人一人の心がけ 
 

☆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 
 

☆全シ協安全就業スローガン 

いつまでも 働く喜び 無事故から 
 



市民公開 各種講座の８月以降のお知らせ 

パ ソ コ ン ・ ス マ ホ 講 座  

●写真整理 

9/6・13・27（月）10:00～12:00  募集：6 名 

受講料：3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別） 

●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可） 

9/8・15・22・29（水) 9/3・10・17・24（金）10:00～12:00 

受講料：各日 2 時間 2,500 円  募集人員：各日 5 名 

●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順） 

ズーム入門 （1 日講座） 
日時：９月６日（月） 13:30～15:30 ●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：９/２（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 

８/２８（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 
８/７・２１、９/４・１８（土）10:00～12：00 

●受講料：１回５００円＋テキスト代50 円 

イングリッシュバラエティクラス～４種類楽しめます！～  

８/１４、９/１１（土）（原則第２土曜日）9：30～12：25 各講座４０分 

①これを英語で何と言う ②音読・発音 ③聞くイソップ物語､他 ④旬な話 

●受講料：１講座３００円＋テキスト代50 円 

英字新聞の社説を読む（原則第１・３火曜日） 
Japan News の社説を英文・和文で読む  

８/３・１７、９/７・２１（火）13：15～14：20 

 ●受講料：１回５００円＋テキスト代200 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)   

８/３・１７、９/７・２１（火）14：30～15：35 
 ●受講料：１回５００円＋テキスト代50 円 

 

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：８/１６・２３（月）９：００～１１：３０ 

書 道 教 室 
●８/３・１７、９/７・２１（火）原則第１・３火曜日 

●時間：１３:３０～・１５:３０～ 

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００ 

「お灸とツボ押し」健康講座 
●８/３１、９/２８、１０/２６（火）１０:００～１２：００ 

●受講料：５００円（１回）●定員：２０名 

・講師：三輪 実千代代会員（鍼灸師） 

養 生 気 功 講 座 
●８/２５、９/２２、１０/１３（水）１０:００～１２：００ 

●受講料：３０００円（３回）●定員：２０名 

・講師：西川 靖子会員（気功インストラクター）  
 
 

着 付 教 室  
６月～８月はお休みです。 

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! 

「はつらつ写真館」  会員は特別割引！（申込用紙は事務所にあります） 

●日時：９月２日（木）10：00～12：00  ●場所：はつらつ館 中会議室   ●定員：１０名要予約  

●撮影料：一般＝3000 円 会員＝2000 円   ●プリント料別途必要(当日支払) 



チェロコンサートを開催しました 
７月８日(木）芦屋市公民館・音楽室で、女性の会｢芦やん小町｣主催のチェリスト

大熊勇希さんによるチェロコンサートを開催しました。 

佐々木 宮（会員番号3460） 

 長年チェロを弾いている友人と一緒に聴かせていただきました。その友人の感想です。 

「こんな爽やかな青年チェリストを今まで見逃していたなんて、私としたことが！いい演奏！バッハの無伴

奏は長いので、繰り返しを端折って演奏する人も多いけど、全部聴かせてもらえて嬉しかった。そのうえ全

曲暗譜というのも良かった。これから応援しよう！最

後にコーラスまでたのしませてもらって感謝」 

帰り道、カサドの奥さん原智恵子の話に始まり、彼女

の息子が一世風靡したこと、一時、風吹ジュンが夫

人であったことなど色々教えてもらいました。演奏中

だけでなく、そのあとも楽しい時間を過ごすことがで

きました。 

大熊さんは是非これから応援したいチェリストです。

素敵なアーティストに出会う機会を与えてくださり有

難うございました。 
 

 

 

「芦やん小町」情報交換会を開催します！ 
９月１７日(金)14:00 から「キッチンカフェなりひら」で、女性の会｢芦やん小町｣

の情報交換会を開催します。詳細は来月号に掲載します。是非ご参加を！ 
 

 

 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：原則第１・３水曜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！ 

たのしい放課後教室（毎週火・木曜日）生徒募集！ 
 ●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！ 
こども書道教室  対象：小学生  原則第１・３火曜日 

●８/３・１７、９/７・２１（火） ●時間：１６:００～１７:００●受講料（月額）：２５００円＊教材費５００円含む 
 

   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：８月２４日（火）１５：００～（８/２３ＡＭ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 
●日時：８/４・１８、９/1・１５（水）１３：３０～１５：３０ ●費用 ：３００円/回 ●持ち物等 ：飲み水 

 

会員対象接遇講座 ～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 ： ９月２９日（水）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  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



親睦＆交流のための「会員同好会」(8/31 まで自粛) 

＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべて会員自身の自己責任において行われるもの

です。（シルバー保険の対象外です。） 

 
 

（青字は館外活動） 日時・曜日 会場 活動・コメント等 

ゴルフ同好会（ＡＳＧ会） ・・・暑い時期はおやすみです。１０月頃に再開予定です。・・・

囲碁同好会 
毎週水曜日 

9：30～12：00 

はつらつ館 

２階作業室 

初心者からベテランまでその日の参加者で対戦してい

ます。自由参加です。（第２水曜日はお休みです。） 

写真同好会 
(デジイチ会) 

毎月第１水曜 

13：30～ 

はつらつ館 

中会議室 

カメラ愛好会です。毎年作品展も開催しています。  

興味のある方、見学にいらしてください。 

絵画クラブ 
“ＯＬＩＶＥ” 

毎月第２・４木曜 

13：00～16：00 

はつらつ館 

中会議室 

身近な素材をモチーフにおしゃべりしながら絵を描いて

楽しんでいます。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会 

毎月第２(日曜) 

10：00～11：30 

はつらつ館 

中会議室 

常日頃、感じたこと、思っていることをフランクに話し合

います。今年度から会場が『はつらつ館』になります。 

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 

会員相互の親睦、趣味と実益のための作品製作も行っ

ています。各自好きな手芸を楽しんでいます。 

ビデオ散歩 

倶楽部 
次回上映予定日 

 9/14(第２火曜)13：00～ 

理解を深め合うような「場」の提供をします。みんなで作

品鑑賞し語り合い楽しいひと時を過ごします。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ 
毎月第１月曜日 

13：00～15：00 

JR 芦屋南 

貸し会場 

セブンイレブンの２階（加茂屋貸会場）で活動していま

す。未経験者・初心者大歓迎！  

麻雀同好会 

(すずめクラブ) 
毎月第２・４日曜 

9：00～12：00 

はつらつ館 

大会議室 
指先を動かし、脳を働かせ健康麻雀を楽しみましょう！  

カラオケ同好会 

“ひばりクラブ” 
コロナウイルスの拡大で、感染リスクが高い活動のため、未だ開催時期は未定となってい

ます。 また、みんなで楽しめる日が来ることを祈るばかりです。 

将棋同好会 
毎月第２・４木曜 

9：30～12：00 

はつらつ館 

中会議室 

将棋を通して、気力充実を保ち、会員相互の親睦の輪

を広げ、技量向上を目指します。初心者大歓迎です！ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

ご一緒に楽しみませんか？ 

８月１０日(火)1３：０0～15：00 上宮川文化センター                       

問合せ入部まで                            

ウクレレ同好会  
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ） 

毎月第１・３水曜 

13：30～15：30 

はつらつ館 

２階作業室 

ｳｸﾚﾚを弾いて、歌や他の楽器とも合奏して楽しみま

す。ハワイアンやお気に入りの曲をみんなで練習します 

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 

お休みしています。再開が決まれば事務局だよりで 

お知らせいたします。 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

第２月曜13：30～中会議室 

第４月曜15：00～大会議室 

男女混声合唱です。愛唱歌等いろいろ歌っています。 

一緒に歌いましょう！ 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

第２月曜13：00～15：00 

はつらつ館２階作業室 

奥深いトランプゲームです。認知症予防にいいと言われ

ています。メンバー募集中 鈴木 

マジック研究会 
 

第3月曜：はつらつ館2階作業室13：00～15：00 

見学ご希望の方は入部まで・・・   

歩こう会 
芦屋近辺の講演、六甲山系、阪神間海辺等を散策しながら親睦を深めます。季節の良

い時に不定期に開催。 

マジック、まず、 
ひとつ覚えてみましょう！ 



お仕事の紹介＝請負・委任＝ 
場所 業務 時間等 人数 

小中学校  
1 回90 分 

時間は学校による 
数名 

(浜町)  
月・木 

16：15～20：15 
１名 

小売店  
曜日相談 

10：00～22：00 
数名 

小売店  
曜日相談 

6：00～10：00 
数名 

小売店  

水・金・土・日 

8：00～12：00 

12：00～16：00 

１名 

小売店  

曜日相談 

10：00～14：00 

14：00～18：00 

１名 

(公光町)  
日・月・水・木 

8：00～10：00 
１名 

(南宮町)  
曜日相談 

8：00～14：30 
１名 

(三条町)  
曜日相談 

１．５時間 
１名 

(朝日ヶ丘町)  
水・金 

8：00～11：00 
１名 

(船戸町)  
月・木 

9：00～11：00 
１名 

(打出小槌町)  
火・金 

8：30～11：30 
１名 

(大東町)  
火 

9：00～10：00 
１名 

(春日町)  
月・木 

8：00～14：00 
１名 

(大原町)  
月～金(うち 2～3日) 

12：30～15：30 
１名 

（東山町）  
週１回（曜日相談） 

時間相談 
１名 

（東山町）  
週１回（曜日相談） 

時間相談 
１名 

（六麓荘町）  
週２回（曜日相談） 

時間相談 
１名 

（松浜町）  
週１回（曜日相談） 

午前（時間相談） 
１名 

 

刃 物 研 ぎ（受付１０時～１２時） 
●はつらつ館            ８月２５日（水） 

料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 

    
引取り研ぎ料金：１本６００円～(阪急以南・臨港線以北) 

 

 

はつらつ野菜市 
★三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます★ 

８月２５日 ９月２９日 

１０月２７日 １１月２４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 
7 月就業分 8 月13 日（金） 

8 月就業分 9 月15 日（水） 

＊配分金の支払日は原則として１５日(休みの場

合は直前の営業日)＊但し１月と５月は１８日 
 

入会希望者説明会の日程 
８月１０日（火） 

９月１４日（火） 
 

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。 
 
 

 

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 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

 
 

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！ 
 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

書きそんじハガキで世界を救おう！  
書き損じたハガキや未使用の切手などで募金がで

きます。戦争や貧困などで教育の機会に恵まれな

い人のため、タンスの中に眠っている遺産を、是非

ご寄付ください。 

★事務所の入口カウンターに 

「タンス遺産POST」を置いております⇒ 



養父市シルバー人材センターから   じゃがいもの販売 
養父市産じゃがいもの出荷準備ができました。養父市シルバーの会員さんが、ぼかし堆肥を使って丹精

込めて減農薬で栽培しています。「ぜひ、ご賞味ください」とのことです。 

特別販売価格 ５００ｇ入り････２00 円（税込） 
＊申込締切 ：８月２０日(金) 

＊引き取り ：９月１日（水）～ 

８月３１日（火）に届きますので、翌日以降なるべく早めに取りに来てください。 

＊申込用紙は事務局にありますが、電話受付も可とします。 

＊引き取り時にご納入ください。（もちろん前払い大歓迎です） 

＊サイズは不揃いとなります。ご了承ください。 

←サイズのイメージ 
 

 

【シルバーチャレンジ講座】 

障子・網戸張替体験講座 
●日時：令和３年９月１０日（金） 

9：15 開講式～15：30（受付9：00） 

●場所：シルバー作業所（旧高浜消防署跡） 

●受講料：無料 

（材料費５００円(当日徴収)） 

●持物：小型カッターナイフ  

●定員：６名 

＊受講には選考あり(一般市民

優先) 
 

【シルバーチャレンジ講座】 

宛名書き教室 

仕事に繋がる書道技術を学びませんか？ 

毎月１回、４回シリーズの講座です。 

●日時：９/７・１０/５・１１/２・１２/７(火) 

10：30～12：00（全日参加できる方） 

●場所：はつらつ館  ●定員：１２名 

●内容：封筒やはがきの宛名書き 

●持ち物：持参できる方は、小筆・硯 

●受講料：無料 

（材料費として１０００円初日徴収） 

 

 

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９月１日（水）10：00～11：30●参加費：無料（要予約）●場所：中会議室●定員:６名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症に気を付けて 
熱中症患者のおよそ半数は高齢者

（６５歳以上）だそうです。 

 

①体内の水分が不足しがち 

こまめに水分を取っていますか？ 

②暑さに対する感覚機能が低下 

エアコンを上手に使っていますか？ 

③暑さに対する体の調節機能が低下 

 暑さに強いから大丈夫？ 

 

くれぐれもお気を付けください。 


