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会 員 数 

１，１51 名 

男 62４名･ 

女 527 名 

（２月末現在） 

 

プラチナ会員制度が出来ました！ 

  

 「ビジネス筆耕育成講座」受講者募集  （会員限定） 
筆耕養成講座のレベルアップの講座です。宛名書きだけでなく、証書の名前、感謝状等、

仕事に結び付く内容です。（４月から９月までの 6 カ月コース） ＊電話でお申込み下さい。

●日時：毎月第２・４木曜日 14：00～16：00   ●受講料：2，500 円（月２回・手本代含） 

●受講資格：前回の養成講座参加者及び同程度の技能をお持ちの方 ●場所：はつらつ館 

＊技能を身につけられた方は、センターからのお仕事を提供します。 

          

家事援助就業会員対象 「福祉・家事援助サービス講習会」 

～皆がみんなで支え合う地域づくり～ 



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） 

 

    

 ２月の安全パトロール 

２月９日、木山・石本委員、大谷・銕尾職員

が剪定現場２か

所とマンション清

掃の現場２件を

巡回。気温の低

い中、寒さ対策を

行いながら、安全

への配慮がなさ

れていました。 

 ～～事故ゼロ運動～～ 
今期間は、傷害・物損事故共に０件でした。

安全標語のとおり一人一人の心がけの成果で

す。今後もよろしくお願いいたします。 

 

無事故達成日数 
    傷害事故   ５０日 

     賠償事故   ４６日（２月末現在） 

 

 

  
まったなし 安全は一人一人の心がけ



お仕事紹介   
企業（請負） 

 
 

  
 

公共施設等（請負） 

商品出し  シフト制 6：00～10：00   
農産  水・土 8：00～12：00   
保育補助  月～金 8：00～12：00 

    13：00～17：00 
要保育士免許  

保育補助  月～金 7：30～10：30 
    16：00～19：00 

要保育士免許  

配膳・食器洗浄  曜日相談 17：00～20：00   



市民講座のお知らせ・・・どなたでも参加できます ３月以降 

  
今回の内容 

「エクセル初級」   

 「ライン」 

 

中学生程度の英語で易しい
英会話や歌を楽しみます。 
①英語で簡単なおしゃべり 
②懐かしいﾎﾟｯﾌﾟｽを唄おう 
③映画鑑賞(字幕日本語)  
①これ英語で何という？ 
②音読・発音 ③聞く物語 
④旬な話 (講座各４０分)  

初心者対象に丁寧に指導し
ます。（個人サポートあり）  
時のニュースを英文社説で
読みましょう。  
   

 
 

★受講料は、各会場で直接講師にお支払いください。 

初心者の方別

コースあり 

 

会場は上宮川

文化センター。

体験(1,000 円)

あり(予約必要) 

受 講 料 は ３ 回

分前納です。 



３月１０日(木)

から再開。 

会員は（特典） 

2，500 円です。 

 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄ  （ ）

●日時：原則第１・３水曜 16：00～17：00     ●費用：３０００円（月２回・材料費込）    

●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆  

たのしい放課後教室 こども書道教室

 

シニアライフトータルサポートセミナー   
会員・市民対象  「シニアの資産管理と活用法」     

●世代を越えて伝える資産管理の方法      ●高齢者のお金管理「平時の備え」 

●一人でお金管理が難しくなったときどうしますか  ●資産の活用と継承の方法は 

●質疑（Q＆A）で疑問にお答えします 

●日時：３月１２日（土）10：00～11：30  ●場所 ： はつらつ館 大会議室 

●講師：ファイナンシャルプランナー 植田英三郎氏 ●受講料：５００円(資料代) 要事前申込 

  

   会員・市民対象  住環境サポートチーム(JST) ワンコイン講習会 

  マンション管理計画認定制度への対応について  
●日時：３月１２日(土) 13：30～16：00  ●参加費：５００円 

●場所：はつらつ館 大会議室   ●後 援：芦屋市 

ファシリテーター：司法書士 上野義治氏 

    コメンテーター：マンション管理士 六籐隆夫氏 要事前申込 
 

会員対象の研修・講座 （定期的に開催） 
MAN パワーチーム・窓掃除研修 会員のための健康体操講座 
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。掃除の

コツをお教えします。ぜひご参加を！ 

（3/２１ＡＭまでに事務局の箱﨑まで要申込） 

健康保持を目標に柔軟な体つくりを！ 



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 

 

 

広報啓発委員会 

会報誌「はつらつ芦屋」34 号原稿募集！ 

締切:３月２８日(月)事務局まで 

入会希望者説明会の日程 
３月８日（火） 

４月１２日（火） 

５月１０日（火） 



親睦＆交流のための「会員同好会」 

＊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。 

 コロナウイルス感染拡大の状況で中止になる場合があります。ご了承下さい。 

（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）  ・・・しばらく休会です・・・

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 

12/1・13：30～ 

はつらつ館 

中会議室 

カメラ愛好会です。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絵を描いて楽しんでいます。 

新入メンバー募集中！ 気軽に見学に来てください。 

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。自由参加ですので、是非お立寄りください。 

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 
次回上映日（奇数月実施） 

第４０回：３月８日(火)13：３0 

～ シドニー・ポワチエ を偲んで～ 追悼作品 

【夜の大捜査線】アカデミー賞受賞作品(米)１０９分 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ  

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 

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。２月１３日・２７日です。 

カラオケ同好会“ひばりクラブ      

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 

城主となり、家来を配置し、盤上の戦にいざ出陣！ 

何卒、新会員来てください。初心者・女性歓迎！ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪ 

03/08（火）13：00～15：00 上宮川文化 C 

04/02（土）14：30～16：30 はつらつ館 

 問合せ○○まで 

(注)4 月から貸出用チェロが準備できます。                       

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 

みんなで一緒に歌と演奏をたのしんでいます。 

 ～♪♪♪～ 

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 

３月は９日(水)です。 JAZZ の名曲を一緒に楽しみ 

素敵な時間を過ごしましょう！ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」 

３月１４日(月)1５：00大会議室 

３月２８日(月)15：00 大会議室 

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！ 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

03/11（金）10：00～11：30 小町 

03/14（月）13：00～15：00 はつらつ館 

ご連絡は○○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。 

マジック研究会 
 

03/07（月）13：00～15：00 はつらつ館                 新規会員 

04/18（月）13：00～15：00 はつらつ館                  募集中！          

見学ご希望の方は○○まで…             (現在６名) 

見学、 
大歓迎！ 
チェロ、 

大歓迎！ 



刃物研ぎはつらつ野菜市 

衣類のお直し等 （リフォーム班） 

衣服のお直し、繕い、サイズ直し、着物・

生地からの洋服へのお仕立て承ります。 

お墓清掃します（メルシーサービス）

     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

キッチンカフェ「なりひら」 

「芦屋さくらさがし」のイベント期間（3 月 28 日（月）～4 月 10 日（日）） 

   オリジナル「桜弁当」（税込み 600 円）を販売します。 
芦屋市民センター本館２F  電話：0797-34-7714 

芦屋川河原で、お楽しみください。 


