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会員数
１，１４８名
(男 625 名･女 523 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お慶びを申し上げます。
平素は当センター事業にご理解とご支援を賜り誠に有難うございます。
昨年は、コロナ禍で開催されました、2020 東京オリンピック・パラリンヒックが私
達多くの人々に感動を与えてくれました。一方、新型コロナウイルス感染症は地域
経済や雇用、働き方、日常生活様式に変化を生じさせました。年末には、新たに
オミクロン株の拡大が懸念される状況が生じてきています。
当センターにおきましても新型コロナの影響を受け、シルバーフェスティバル等
イベントのほか各種講座関係等も中止・延期を余儀なくされましたが、感染状況を
理事長 山 中 健
勘案し安全推進大会や清掃ボランティアなどは実施することが出来ました。
令和３年度の上半期の事業実績額では会員並びに役職員のご尽力によるもの対前年同期比で約 7.1%
の増額となりました。昨年１１月に１周年を迎えた「キッチンカフェなりひら」の安定的な運営を図ると共に、
地域・多世代の交流の場となることを目指して取り組んで参りますので、会員の皆様のご支援を賜りますよ
うお願い致します。
今年は設立３５周年の節目を迎えます。会員提案の多くの独自事業や女性の取り組みは他センターか
らも評価を頂いており、更に積極的に推進すると共に、高齢会員の方や就業が困難になっても居場所とし
て活用して頂ける制度を創設して参りたいと考えていますので、皆様のより一層のご支援とご協力を頂きま
すようお願い申し上げます。
本年も皆様が健康で安全に活動して頂くことをご祈念申し上げ年頭のご挨拶と致します。

市役所展示コーナーでパネル展を開催します！
今年のテーマは「＃教えて！シルバーさん！」
市役所の北館１階を入ってすぐ左、展示コーナーでセンターの活動紹介をします。是非お立寄り下さい！

実施日：令和４年１月４日～２１日 10：00～16：00
広報啓発委員会

保育所ボランティアにご参加を！
伝承遊びや会員の手づくりおもちゃで子供たちと一緒に遊びませんか？下記の日程で、保育所ボランテ
ィアへの参加をお願いします。事務局までご連絡ください。たくさんの皆さんのご参加お待ちしています。
＊時間は１０時から１１時半。集合は９時４５分。現地集合・現地解散です。
会員活動委員会
１月１１日（火）

西蔵こども園 西蔵町１３－５

１月１７日（月）

大東保育所

新浜町８－１

１月１２日（水）

精道こども園 精道町９－１６

１月１８日(火）

緑保育所(旧新浜保育所)

新浜町１-１

１月１３日（木）

打出保育所

１月２０日（木）

岩園保育所

岩園町２－１８

宮川町４－１０

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

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送信するサービスを実施しています！
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。
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。

新型コロナ感染再拡大警戒！対策の徹底をお願いします！
①新型コロナウィルス感染症の新たなオミクロン株が拡大しています。日常生活においうても、また就業にあたっ
ても感染予防対策の徹底をお願いします。はつらつ館に来られる際の対策についても引き続きお願いします。
●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

～安全・適正就業推進委員会から～
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
事務所の電話番号は３２-１４１４です。お間違いなく！
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、何でもご相談下さい。
日時：１/１７・２４（月）９：００～１１：３０

網戸・ふすま・障子張替え
引き取りからお届けまで責任をもって
お受けします

１２ 月 活 動 実 績
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兵シ協理事会（山中理事長）
兵シ協役員研修会(入部理事・阿部監事)
第５回安全・適正就業推進委員会
労働局経理指導
第４回会員拡大委員会
第８回広報啓発委員会
入会説明会
第２回総務部会
第５回事業活性化委員会
新入会員オリエンテーション
奈良県橿原市 SC 来訪
阪神ブロック職員研修
第３回理事会
第９回事業運営部会
第４回会員意識向上委員会
事務局会議

理

芦屋霊園内お墓清掃
芦屋霊園内の
お墓清掃を承ります!

事

会

●第３回 （１２月２４日）
・職員就業規則の一部改正について
・パソコン不適切使用に対する対応について

事業運営部会
●第９回 （１２月２４日）
・労働局経理指導について
・シルボンヌ全国大会事例発表リハーサルについて
・事務処理効率化検討委員会中間報告について
・保育所ボランティアについて
・市役所パネル展について
・「キッチンカフェなりひら」事業運営について

総務部会
●第２回 （１２月１５日）
・パソコン不適切使用に対する対応について

専門委員会

～～事故ゼロ運動～～

●第５回 安全・適正就業推進委員会（１２月３日）
・安全推進大会の事後対応について
・後期予定事業の実施について
・自動車運転年齢制限対象者の対応について
・委員会だより６０号について
・安全パトロールについて
・発生事故について
●第４回 会員拡大委員会（１２月８日）
・土曜入会説明会の実施について
・普及啓発活動の実施について
・会員入会促進月間について
・会員拡大に向けた講習会について
・プラチナ会員制度について
●第５回 事業活性化委員会（１２月１６日）
・令和３年度新規事業の募集について
・派遣事業について
・お客様アンケートについて
・地域ニーズの方向性について
・多様な働き方について
・次年度の事業計画について
●第６回 広報啓発委員会（１２月１３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
・市役所パネル展について
●第４回 会員意識向上委員会（１２月２８日）
・スキルアップ講座について
・センターのイメージアップについて
・各種イベント等参加促進制度の検討について

今期間は転倒による傷害事故が１件、調理作業
中の賠償事故が１件発生。今年度はとにかく事故
が多く発生しています。今一度安全就業に取り組
んでいただくようお願いいたします。

１２月の安全パトロール
１２月１４日森山委員長、檜田委員、大谷・銕尾
職員が剪定・除草・清掃の現場４か所を巡回し、安
全点検を実施。特に危険個所も見受けられず、安
全への配慮がなされていました。

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

無事故達成日数
傷害事故
２４日
賠償事故
２６日（１月４日現在）
奈良県橿原市シルバー人材センター
視察研修（報告）
１２月２１日（火）奈良県橿原市シルバーの会員６名
役職員２名が、子育て支援事業のために視察来訪
されました。子育て事業の立上げ経緯から現在に
至るまでの様々な事業展開について情報提供しま
した。まつぼっくりメンバーからは古薮会員、大瀬良
会員も同席され交流を図りました。子育て世代を
応援する地域
に密着した事業
展開を行ってい
ることに高い評
価得ました。

新たに【筆耕班】が立ち上がりました！
このたび「宛名書き養成講座」を受講した会員によ
り、新たな職群班を結成しました。
加藤登美子会員を講師とし、メンバーも１２人とな
り、昨年の２名に続き、今回は７名が年賀状宛名書
きのお仕事で新たにデビューしました。今後もステ
ップアップ講座を企画し、さらなるﾚﾍﾞﾙアップを図
ります。

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。

会員証で５０円割引になります。是非ご来店お待ちしております。
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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

たのしい放課後教室（毎週火・木曜日）
●小学生：１６：３０～１８：００ 算数・国語・英語
●月謝：週２回８０００円・週１回５０００円

こども書道教室

●中学生：１８：３０～２０：００ 数学・英語
＊随時体験教室受付中！

対象：小学生

原則第１・３火曜日

●１/4・１８、２/１・１５（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：１月２５日（火）１3：３０～（１/２４ＡＭ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

１/５・１９（水）１３：３０～１５：３０、 ２/２・１６（水）１５：３０～１７：００●費用 ：３００円/回 ●持ち物等 ：飲み水

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～
1 人 1 台体験用スマホを用意しています！
●日時：令和４年２月４日（金）10：00～11：30●参加費：無料（要予約）●場所：中会議室●定員:６名

市民公開

各種講座の１月以降のお知らせ

パ ソ コ ン ・ス マ ホ 講座
①写真整理 募集：6 名
2/2・9・16（水）10:00～12:00
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）
2/7・14・21・28（月)、 2/18・25（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）

１ｄａｙスマホ講座＝インスタグラム＝ （※スマホ要持参）
日時：２月７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：３/３（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

らくらく・イングリッシュ

１/２９（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

１/８・２２、２/５・１９（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！～
１/１５・２/１２（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

はつらつコール「楽しい回想法～しおみ～」のお知らせ
１/２６・３/２３（水）＊原則第４水曜日(２月は祝日のためお休み)

●場所：潮見小学校体育館 ２階（ゆうゆう倶楽部）●参加費：１回５００円

シニアライフ・トータルサポート講座“今あるお墓とこれからの供養の仕方”
●日時：令和４年１月８日（土）10:00～11:30
●講師：お墓ディレクター１級 塩田 結氏

●場所：はつらつ館 大会議室
●参加費：５００円（当日受付）

英字新聞の社説を読む（原則第１・３火曜日）
１/4・１８、２/１・１５（火）13：15～14：20

入門英会話（原則第１・３火曜日）
１/4・１８、２/１・１５（火）14：30～15：35

●受講料：１回５００円＋テキスト代 200 円

「お灸とツボ押し」健康講座
１/２５、２/２２、３/２２(火）１０:００～１２：００
●受講料：５００円（１回） ●定員：２０名
・講師：三輪 実千代会員（鍼灸師）

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

養生気功講座

１/１２、２/９、３/９（水）１０:００～１２：００
●受講料：１０００円（１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
第２・４木曜、第１金曜＝はつらつ館 作業室２
●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

★お家で出来る簡単気功の動画配信付

書 道 教 室
●１/4・１８、２/１・１５（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

親睦＆交流のための「会員同好会」
初めての方でも気軽にご参加ください。楽しみながら仲間づくりを・・・
（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）
囲碁同好会
写真同好会
(デジイチ会)

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”

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
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
(すずめクラブ)
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会

・・・しばらく休会です・・・
毎週水曜日
はつらつ館 初心者からベテランまでその日の参加者で対戦してい
9：30～12：00
２階作業室 ます。自由参加です。（第２水曜日はお休みです。）
毎月第１水曜
はつらつ館 カメラ愛好会です。興味のある方、見学にいらしてくださ
12/1・13：30～
中会議室
い。
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絵を描いて楽しんでいます。
和やかな雰囲気ですのでお気軽に見学に来て下さい。

毎月第２(日曜)
10：00～11：30
毎月第３火曜日
9：30～12：00

はつらつ館
中会議室
はつらつ館
２階作業室

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。自由参加ですので、是非お立寄りください。
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。

次回上映日（奇数月実施）
１月１１日 (火) 13：３0～

上映作品：「ウホッホ探検隊」 1986 年／105 分
十朱幸代、田中邦衛 主演のホーム・コメディ

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！ 見学だけでも OK。

毎月第２・４日曜
9：00～12：00

はつらつ館
大会議室

開催が日曜日の午前に変わっていますのでお間違いな
く・・・お待ちしています。１月９日・２３日です。

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。
毎月第２・４木曜
9：30～12：00

はつらつ館
中会議室

今年は、藤井四冠の活躍と共にシルバー将棋を
盛り上げていきましょう！ ｄ～初心者・女性歓迎～

01/08（土）はつらつ館 14：30～16：30
アンサンブル
01/11（火）13:00～15:00 上宮川文化 C.
同好会♪ど～れ♪ 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

見学
大歓迎！

ﾙﾅﾎｰﾙにて
１０月から再開しています。～♪♪♪～
みんなで一緒に歌と演奏をたのしんでいます。

ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ

毎月第２水曜日
はつらつ館 １月は１２日(水)です。
Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ 13：30～15：30 ２階作業室 JAZZ の名曲を一緒に楽しみましょう！
コーラス同好会 １月 1７日(月)13：30 中会議室 男女混声合唱です。 感染防止対策は徹底します。
いつからでも参加できますので、初心者の方も歓迎！
うたクラブ「エチュード」 １月３１日(月)15：00 大会議室

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会

マジック研究会

01/14（金）10：00～11：30 小町カフェ メンバー募集中！ 奥の深い
0117 (月）10：00～11：30 なりひら
トランプゲームで、認知症予防
ご連絡は鈴木まで。
にいいと言われています。

01/24（月）：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・・・

新規会員募集中
あなたもマジシャン
＊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。） ＊新たな同好会は、３人の発起人が集まれば設置可能です。

参加される方は、体調管理・体温測定・マスク着用・手指消毒等
コロナ感染対策の徹底は引きつづきお願いします。

お仕事の紹介＝請負・委任＝
場所
(大東町)
(奥山町)
(浜風町)
(涼風町)
(海洋町)

(公光町)
(大原町)
(朝日ヶ丘町)
(西山町)
(松ノ内町)
(大桝町)
(宮塚町)
(呉川町)
(宮川町)

（六麓荘町）
（六麓荘町）
（平田町）
（公光町）
（大原町）
（翠ケ丘町）
(高浜町)

業務

時間等
週 1～2 回
１７時～翌朝 9 時
水・金
8：00～17：00
土 7：30～8：30
日 8：00～9：00
月火水金 9～11：00

土日祝 8～10：00
月木土 8～10：00
火金日 8～10：00
曜日相談
10：00～22：00
曜日相談
6：00～10：00
水・金・土・日
8：00～12：00
12：00～16：00
曜日相談
10：00～18：00
日・月・水・木
8：00～10：00
土・日
8：30～9：30
水・金
8：00～11：00
月・木・土
8：00～11：00
水
10：00～13：00
月
９：00～11：00
曜日相談
8：30～15：00
火・木・土
9：00～12：00
月2回
9：00～11：00
週２回
午前(時間相談)
月２回
午前(時間相談)
水
10：00～12：00
第 4 火曜
午前２時間
月１回
2 時間～3 時間
週１回（月か火か水）
午前 1 時間
曜日・時間相談

人数
１名

シフト制
6：30～10：00

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。

１名
１名
１名
１名

刃 物 研 ぎ（受付１０：００～１１：３０）
●高浜作業所前(旧高浜消防署) １月１２日（水）
●エルホーム（浜町）
１月２０日（木）
●はつらつ館
１月２６日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

数名

引取り研ぎ料金：１本６００円～
数名

はつらつ野菜市
１名

★三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます★

1名

1 月２６日
２月１６日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

配分金の支払日
１２月就業分
１月１８日（火）
１月就業分
２月１５日（火）
＊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
１月１１日（火）
２月８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２６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

１名
１名
１名
１名
１名
１名

お仕事の紹介＝派遣＝
(大原町)

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

１名

退会会員です。長い間ありがとうございました

会員の訃報
故
様
ご冥福をお祈りいたします

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！
「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。まだ人数に余裕がありますので、是非ご参加ください。
●日時：１月２２日(土)１４時～ ●場所：芦屋市民センター４０１
●会 費：無料 ●定員：８０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・チームケア等
１月２５日(火) 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
はつらつ館
15：35 修了証明書交付（２日間すべての受講が必須）
＊受講料：無料
＊場所：はつらつ館 大会議室
＊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２４日(月)

9：00～
17：10

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３２年１月２日以後生)

６５歳以上の人(昭和３２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

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×０．２５
＋２７．５万円
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３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。

