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令和４年度 定時総会開催のご案内 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、令和２年・３年度は「はつらつ館」で縮小開催とな

っていた定時総会ですが、まん延防止等重点措置が解除され公共施設使用も可能となりましたの

で、今年度は下記のとおり、ルナ・ホールで実施することが決定しました。感染防止対策を徹底し

ての開催としますので、参加いただきますようお願いします。別紙「ご案内」も同封しております

ので、ご覧ください。（３７度以上の発熱、咳等の症状のある方は参加をお控えください。） 

日時：令和４年５月２６日（木）１３：１５～ 
場所：芦屋市民会館 大ホール（ルナ・ホール）

★同封のハガキで出席・欠席(委任状になります)を必ずご返送ください！  

5/18(水)までに必ず投函してください。（切手不要・・事務所持参可） 

※１２時３０分から受付を開始します。開会時間の１５分前には受付を済ませるようお願いいたします

【議案書】を２１日～２３日に配布しますので、当日には必ずご持参ください。

＊総会の受付は地域班ごとになります。 
    地域班名 町名 

① 赤 阪急地域 朝日ケ丘町、岩園町、三条町、西山町、山芦屋町、東山町、東芦屋町、

山手町、六麓荘町 

② 桃 ＪＲ地域 翠ケ丘町、親王塚町、楠町、大原町、船戸町、松ノ内町、月若町、 

西芦屋町、三条南町、上宮川町、業平町、前田町、清水町 

③ 橙 阪神地域 春日町、打出町、打出小槌町、若宮町、宮塚町、茶屋之町、 

大桝町、公光町、宮川町、精道町、川西町、津知町、平田北町 

④ 黄 浜地域 南宮町、大東町、浜町、西蔵町、呉川町、伊勢町、竹園町、浜芦屋町、松

浜町、平田町 

⑤ 緑 海浜地域 新浜町、浜風町、高浜町、若葉町、緑町、潮見町 

⑥ 水 南芦屋浜地域 陽光町、南浜町、海洋町、涼風町 

⑦ 紫 奥山地域 奥池町、奥池南町、奥山、 

令和４年度 安全標語が決定しました 
今回 20作品の応募がありました。たくさんご応募いただき有難うございました。いずれも素晴らしい作品で

選定に大変苦慮しましたが、安全・適正就業推進委員会では下記の３作品を選出させていただきました。惜

しくも選考に漏れた方々には、ご協力に心から感謝申し上げます。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

なお、最優秀作品は今年度当センターの事故防止を呼び掛ける標語として掲げてまいります。

★最優秀 「何事も 過信は事故の 第一歩」  （ 神井 正光 ） 
★優  秀 「目配り気配り 安全確認 もう一度」 （ 澤田 邦洋 ） 

★優  秀 「一瞬の 油断と焦りが まねく事故」 （ 森 和代 ）

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



4月 活動実績 

８日 第 1回会員活動委員会

１２日 入会説明会 

１４日 第１回安全・適正就業推進委員会 

１５日 普及啓発活動（KHOYO 南宮店前） 

    第２回会員活動委員会 

１６日 清掃ボランティア 

２０日 第 1回会員拡大委員会 

  ２１日 第 1回事業活性化委員会 

 ２２日 第 1回事業運営部会 

  〃  事務局会議 

 ２５日 第 1回広報啓発委員会 

２６日 第 1回会員意識向上委員会 

    決算監査、事務局会議 

２８日 第 1回理事会 

各種会議の主な協議内容 

●第 1回理事会 

・理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 
・令和３年度収支補予算（第２号）について 

・令和４年度定時総会の開催について 

・令和３年度事業報告について 

・令和３年度収支決算報告について監査報告

・被表彰者の決定について 

・第２次中期事業計画の進捗状況検証の報告について 

・特別会員の承認について 

・理事及び監事の選任について 

●第 1 回事業運営部会 

・令和 3年度事業実績速報について

・インボイス制度について 

・令和４年度定時総会について 

・芦屋市広報あしや広告掲載契約について 

●第 1・2 回会員活動委員会 

 ・地区懇親会について 

・前期会員研修バスツアーについて 

・シルバーオンステージについて 

・清掃ボランティアについて

●第 1回安全・適正就業推進委員会 

・長期継続就業の運用について 

・自動車運転業務の運用について 

・委員会だより６１号について 

・発生事故について ・安全標語の選定

●第 1回会員拡大委員会 

・街頭普及啓発活動について 

・会員入会促進月間について 

・会員拡大に向けた講習会

●第 1回事業活性化委員会 

・会員アンケートの内容・概要について 

・アンケート結果の分析・活用について 

・独自事業について 

・地域ニーズの把握とそれに基づいた活動について 

●第 1 回広報・啓発委員会 

・はつらつ芦屋３４号編集作業 

・しるば～たいむず表紙 

・ホームページでの就業情報について 

●第 1 回会員意識向上委員会 

・講習会体系の整備と制度化の検討 

・センターの各種イベント等参加者拡大策の検討 

・センターのイメージアップを図る企画 

４月の安全パトロール
４月１２日、森山・木山委員、銕尾職員が 

剪定現場 1か所と除草現場 3 か所を巡回。 

刈 払 い 機

を使用しての

作業や高所

作業もありま

したが、安全

への配慮をし

ながら丁寧に

作業されていました。これからも安全に気を付

けて作業お願いします。  

～～事故ゼロ運動～～
４月は、物損事故が１件発生しました。 

家事支援での就業中にガラス製品を誤って 

破損させたものです。一人一人の心がけで 

事故を防止していきましょう。 

無事故達成日数

    傷害事故   36 日 

    賠償事故   22 日（4 月末現在） 

今回の事務局だよりには、以下のものが同封 

されていますのでご確認ください。 

●定時総会招集案内  

●出欠はがき（委任状） 

●令和３年度事業及び収支報告概要 

●会員研修バスツアー申込書 

●接遇講座ご案内  ●映画チケット 



お仕事紹介 詳しくは担当までお問合せ下さい。 

企業（請負） 
仕事内容

場所(町)
紹介番号

条件等 備考
担当/ 
募集人数

小売店清掃  木金 ７:００～９:3０ トイレ清掃あります  

小売店レジカゴ運び

のお客様のサポート 

毎 日 1０:００ ～ 1８:００ 

内 4時間の就業 

曜日は相談 

ローテーション就業です。 

小売店 トイレ清掃 /

バックヤード清掃 

火水金土  

12:００～16:００ 
曜日は相談  

散水（マンション）  
５,6,９,1０ 月は２回/週 

７,８月は３回/週 

５～１０月。 6:００～９:００ 

曜日、時間は相談可です 

マンション清掃  
毎月第2・4 火曜日 

８時～１２時 
６月からのお仕事です。  

マンション清掃  
週３日／月火金 

７:００～1０:００ 
交代会員募集しています。  

マンション清掃 
週２日／水金 

８:００～11:００ 
6 月～９月は７:００～1０:００  

マンション清掃  
週３日／月木土 

1０:００～12:００ 
交代会員募集しています。  

派遣事業 
仕事内容 場所（町） 条件 備考 担当 

調理  曜日相談 8：00～12：00 要調理師免許  

保育補助  
曜日相談 7：30～10：30  

16：30～19：00 
要保育士資格  

農産  月・水・金 16：10～20：10 スーパー  

調理補助  火・木 14：30～19：30   
家庭 
就業先 内 容 条 件 備 考 担当 

 掃除 週１回 （月曜か火曜か水曜） / ＡM １時間 問合せＮＯ.0737 

庭の掃除 

家周り掃除 
月２回 （曜日相談） / 時間相談 問合せＮＯ.0543 

 掃除 週１回 （月曜） /ＡM１０:００～１１:００ 問合せＮＯ.0593 

はつらつ館 1 階のホワイトボードにも新着情報を掲示していますので、ご来館ください。 

芦屋市は高齢化が進んでいることから、日常生活上のお困りごとへの支援の要望が大変多く

なっています。中でも、体力的・技術的に女性では難しい家事援助が年々増加しています。 

そのため男性家事班の活動は不可欠ですが、就業会員が不足している状況です。幅広いサービ

スに対応していくため、就業できる男性会員の増員・育成のための講習会、マナーの研修会等

の実施も企画していきたいと考えています。 

他の継続的な就業をしていても、空いている日に就業可能であれば、できる就業です！
詳しくは、担当の箱﨑までお問合せください。 



市民講座のお知らせ・・・どなたでも参加できます ５月以降 
ＰＣ研究会 ★申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

パソコン講座
今回の内容 

「パワーポイント」

●6/6・13・2０(月) 1０:００～12:００ 

●3回 2，０００円（会員特典）（教材費別）
募集：6 名

１ｄａｙ 

スマホ講座 
今回 「ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ」

●６月６日(月) 13：3０～1５：3０ 

●受講料：１，５００円（教材費別） 

スマホ要持参

募集：６名 

パソコン等 

個人教室

マンツーマン 

(ご希望の内容を指導) 

定員：各日５名

●6/3・6/1０・6/1７・6/24（金）  

いずれも 1０：００～12：００ 

●受講料：各日 2時間 2,５００ 円  

パソコン・スマ

ホ・タブレット

等 持参可 

ＥＳＳＴの講座は「まん延防止重点措置」が解除になったので４月から再開しています！ 

Ｅ・Ｓ・Ｓ・Ｔ ★英語クラスはどの講座も、当日払いで大丈夫です。 

らくらく 

イングリッシュ

中学生程度の英語で易しい
英会話や歌を楽しみます。 

●毎月第１・３土曜日 1０：００～12：００ 

●１回５００円＋テキスト代５０円 

土曜日は２号線

沿いの自動ドア

は閉鎖となりま

す。土曜日に参

加の方は、西側

駐車場の扉を

ご利用下さい。

ワンコイン・ 

イングリッシュ

英語で楽しむ、ポップス、 
私のニュース、映画など  

●毎月第４土曜日 1０：００～12：００ 

●１回５００円＋テキスト代５０円 

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾊﾞﾗｴ

ﾃｨｸﾗｽ

①これ英語で何という？ 
②発音と音読  
③聞くイソップ物語  

●各講座選択自由参加●毎月第２土曜日

①１０：００～ ②１０：４５～ ③１１：３０～

●１講座３００円＋教材費５０円（各４０分）

入門英会話
初心者対象に丁寧に指導し
ます。（個人サポートあり） 

●毎月第１・３火曜日 １４：３０～１５：３５ 

●１回５００円＋テキスト代５０円

５月は３日が休

日のため第３と

第５火曜日の開

催となります。

英字新聞の 

社説を読む

時のニュース、社説を英文・
和文で読みます。 

●毎月第１・３火曜日 １３：１５～１４：２０ 

●１回５００円＋テキスト代２００円

お灸とツボ 

押し健康講座

講師：三輪実千代会員

（鍼灸師）

●5月31日(火） 1０：：００～12：００ 

●１回 ５００円 
定員 2０名  

当日支払 

養生気功講座 講師：西川靖子会員 

（気功インストラクター） 

●５月１１日（水） １０:００～１２：００ 

●１回 1，０００円 ★お家で出来る簡単 

気功の動画配信付 （受講者限定）

定員 2０名 

当日支払

ピアノ倶楽部 ★受講料は、各会場で直接講師にお支払いください。 

キーボード 

教室(グループ)

ある程度楽譜が読める方 

３ヶ月で１曲を仕上げ目標 

●毎月第１・３火曜日 午前中 

月２回 ３,０００円(６０分)

シニアのピアノ

教室（個人） 

初心者の方も歓迎！ 

基礎をわかりやすく指導

●月２回６０分：６，０００円  ●日時・時間・会場は相談  

（会場は、上宮川文化センター、潮見集会所など）

さわやか 

歌声サロン 

①懐かしの歌謡曲クラス 

②永遠のポップスクラス 

③レインボーうたクラス＊ 

（＊幅広い曲を歌います） 

●第１・３(月) １０：１５～１１：４５ 

●第２・４(月) １０：１５～１１：４５ 

●第２・４(木) １０：１５～１１：４５ 

●いずれも 月２回 ３，０００円(９０分)

会場は上宮川

文化センター。

体験(1,000 円)

あり(予約必要)

絵手紙教室
絵が得意でなくても大丈

夫！丁寧にご指導します

原則第３木曜日 ９：3０～11：3０ 

受講料：月 1，０００円（材料費込）
受講料は３回

分前納です。 

着付教室 
開講日であればいつでも

希望日に受講できます。 

●毎月第２・４木曜日と第１金曜日 

 1０：００～12：００・13：００～1５：００ 

出張着付けも 

承っています。 

書道教室
漢字、かな、等ご希望に

合わせて学べます。 

●第１・３火曜日 ①13：3０ ②1５：3０ 

●月謝：3，０００円(月２回/手本代含) 

会員は（特典） 

2，500 円です。 



会員対象 子育て支援班新人研修を開催します！        （再掲） 
子育て支援の就業を希望される方はぜひご参加下さい。（要申し込み） 

●日時：５月３０日（月）１０：００～１２：００ はつらつ館２階大会議室    （申込担当：森川） 

しに 

子ども対象講習  （お孫さんにも是非ご紹介ください！） 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄ （年長～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）    

●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆  

たのしい放課後教室 対象：小学生２年～中学３年生 こども書道教室（小学生） 
●教科： 小学生（算数・国語・英語）  ●中学生（数学・英語） 

●曜日： 毎週火曜日・木曜日 

●時間： 小学生 16：3０～1８：００   ●中学生 1８：3０～2０：００ 

●月謝： 週２回 ８，０００円    週１回 ５，０００円

●第１・３火曜日 

  16：００～1７：００ 

●月謝：2，５００円 (月２回) 

 ＊教材費 ５００円含む

高齢者の生活を総合的に支える知識と知恵を学ぶ         役立つ情報！ 

シニアライフ・トータルサポート講座 

いざという時の準備はできていますか？ 
〇身元保証人・身元引受人は？   〇入院・退院手続きは？   〇手術同意手続きは？ 

〇施設入所手続きは？    〇賃貸住居入居手続きは？  〇死後事務委任契約とは？  

〇２４時間緊急連絡先は？   その他 Ｑ＆Ａ 

●日時：５月１４日(土) １０時～１１時半  ●場所：はつらつ館２階大会議室 

  ●講師：（一社）こうべつながり 代表理事 生駒貴徳 氏  ●参加費：５００円(資料代等) 
★申込み：芦屋市シルバー人材センター事務局まで（３２-１４１４）  ★定員：先着２５名 

会員対象の研修・講座   （毎月定期的に開催しています） 
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！ 
●日時：５月２４日（火） 15：00～16：30

●場所：はつらつ館内で実作業研修します。

（4/２３・AM までに事務局の箱﨑まで要申込）

呼吸法を使ったストレッチと簡単な筋トレ 

健康保持を目標に柔軟な体つくりを！ 
●５月は１８日（水）のみ １３：３０～１５：３０ 

●費用 ：３００円/回  ＊６月は１日と２９日 

●持ち物等 ：飲み水、動きやすい服装で

傾聴グループ「はつらつコール」新規生募集 （会員対象/説明会）
人の話に耳を傾ける力を学び、そしてその傾聴力を仕事としているグループです。 

令和 4年度のメンバーを募集いたします。下記の日程で説明会を行います。 

①２０２２年５月１３日（金） 午前 10：00～12：00 大会議室 

②２０２２年５月２７日（金） 午後 13：30～15：00 作業室２ 

※ 両日とも同じ内容です。申込用紙ははつらつ館受付カウンターに設置しております。 

※ ご興味ある方は、是非ご参加ください。 

◆会員意識向上委員会企画 【接遇講座】を６月６日（月）に実施します。 

詳細は別紙を同封していますのでご覧ください。 



新入会員です！よろしくお願いします

退会会員です。ありがとうございました 

配分金支払い日 

原則毎月１５日です。（１月・５月は１８日） 

金融機関が休日の場合は直前営業日です。 

刃物研ぎ（受付 １０：００～１１：３０） 

●高浜作業所 ５月１１日（水）毎月第２水曜日 

●エルホーム ５月１９日（奇数月の第３木曜） 

●はつらつ館 ５月２５日（水）毎月最終水曜日 

料金：２５㎝以下６００円２５．１㎝以上８００円

★５本以上の場合引取に伺います！ 

刃研ぎメンバー募集しています！ 

はつらつ野菜市 ５月は２５日

★三田市シルバーから新鮮野菜が届きます。

★原則毎月最終水曜日 ９：００～売切れまで 

(三田市 ＳＣの都合で中止になることがあり) 

●養父米は常時事務局カウンターで販売してい

ますので、是非お買い求めください。 

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。

●原則毎月第２．４月曜日 ９：００～１１：３０ 

【花こもの】（独自グループ） 
 展示・販売のお知らせ 

●開催期間：５月 16 日（月）午後１時～ 

５月３０日（月）午前中まで  

●開催場所：あしや市民活動センター(公光町)   

リードあしや１Ｆギャラリースペース  

●開館時間：１０：００～１７：００（日曜・祝日休館） 

～手作り作品を展示販売しています

ので、是非お立寄りください。～ 

入会希望者説明会の日程 
５月１０日（火） 

６月１４日（火） 

７月１２日（火） 

原則毎月第２火曜日 13：3０～1５：００ 

お友達・お知り合いにも紹介ください。 

令和４年度 年会費受付中！ 
年会費は会費規定により当該年度の５月末日

までに納入しなければなりません。まだの方

はできるだけ早く納入をお願いします。

退会時のお願い 

退会される時も手続きが必要です。ご来

局いただき、退会届の提出と会員票の返却

をお願いします。来局が難しい場合は必ず

電話で連絡をしてください。 

会員訃報 

     ご冥福をお祈りいたします。 



会員活動委員会から 

久しぶりの開催のバスツアーは比叡山・延暦寺への旅。トロッコ列車に乗って初夏の 

新緑を堪能してみませんか。たくさんのご参加をお待ちしています。 

・実 施 日 ６月７日（火）  ・集合場所  センター事務所前 

・行  先 滋賀 比叡山延暦寺拝観 ・京都（トロッコ列車の旅 亀岡駅～嵯峨駅） 

・集合時間 7 時 45分（時間厳守）※8時 00分出発 

・参 加 費 ６,３００円    ・定 員 80名 

・申込受付 5 月 12日（木）９:００～ 先着順に受付け（定員になり次第〆切） 

※マスク着用の上、お食事の際も静かに料理をお楽しみください。 

バスは換気・消毒を徹底しています。

同封の申込用紙に記入の上、参加費を添えてお申し込みください 

新型コロナウイルス感染状況により中止となることもあります。

《清掃ボランティア》活動にご協力ありがとうございました！ 
４月１６日(土)会員、事務局職員合わせて 

３６名が国道２号線沿いの東西、 

芦屋中央線の南北の３チームに 

分かれ清掃活動を行いました。 

今年も「ポイ捨て禁止！」と 

センターのノボリ旗を掲げながら、 

黄色いジャンパーとともにアピールしました。 

会員地区懇談会について   

会員活動委員会では一人暮らしの会員の方等に対して緊急時に会員同士で支えあうことのできる 

仕組みづくりを検討しています。そのためにも普段からの会員同士の交流は大切だと考え、以前 

開催していた地区懇談会を再開したいと計画しています。詳細が決まり次第、事務局だよりを通じ 

てお知らせしますので、ぜひご参加ください。 

－会員拡大委員会から－ 街頭普及啓発活動を行いました！ 

４月１５日（金）、会員拡大委員会・役職員がシルバー    

人材センターの活動をより知ってもらうことを目的として、         

南宮町のスーパー・郵便局周辺でセンターのパンフレット 

・ティッシュを配布し、普及啓発活動を行いました。                                   

多くの方に受け取っていただき、センターの活動内容等へ 

のご質問にもお答えさせていただきました。               

今後もより効果的な時期・配布場所を検討しながら       

会員増強・啓発活動を行ってまいります。               



芦屋市・生活支援型訪問サービス従事者研修のご案内
生活支援型訪問サービスとは、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。 ＊受講料は無料 

６月１５日(水) ９：００～１６：１０ オリエンテーション・制度理解・職務理解・高齢社の尊厳の保持・ 

老化や疾病の理解と介護予防・チームケアなど

６月１７日(金) ９：３０～１６：３５ 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・終了証明書交付            ＊２日間すべての受講が必須

＊申込書は事務所にあります。＊申込〆切：６/３(金)＊定員２０名●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課(３８-２０４０)

～はつらつキッチン交流会のご案内～ 
食事サービスのレシピ研究と就業会員の情報交換を兼ねた「はつらつキッチン交流会」を開催 

します。今回は『お寿司作り』です。一緒に作って楽しみましょう。男性会員も大歓迎です！
●日時：５月２０日（金）９:１５～１２:００ 

●場所：芦屋市民会館２１４号室(料理室) 

●会費：800 円 定員：１５名 

●持ち物：エプロン・手拭きタオル・頭を覆うもの(帽子や三角巾等)

【技能講習会】開催報告 
４月２２日高浜作業所において第２０回技能講習会が開催され、 

８人の受講者が初級課程を修了しました。今後も練習を重ね、 

職人技を習得されることを期待しています。 

  技能班では、網戸・障子・襖の張替えの発注もお待ちしております！ 

令和３年１２月に実施しました「第４回会員アンケート」の集計及び分析結果が

まとまりました。５月２１日以降に議案書と一緒に配布させていただきます。 

今後のセンターの運営、発展に役立てていきます。  

ご協力いただき誠にありがとうございました。 （事業活性化委員会・事務局） 



親睦＆交流のための「会員同好会」  （別紙） 

「まん延防止等重点措置」が解除になりましたが、はつらつ館への入館の際は引き続き 

入口で検温＆消毒をお願いします。 活動中は部屋の換気も行ってください。 

下記の開催日等については、原則的な日程表記となっています。各自でご確認願います。 

＊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。 

今後のコロナウイルス感染拡大の状況では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 
奇数月開催：５月１６日(月)

13：30～ 中会議室 

上映作品：邦画 「顔」 （1957 年上映）104 分 
主演：岡田茉莉子 松本清張原作のサスペンス映画

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！見学だけも OK です。 

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。５月は８日・２２日です。 

カラオケ同好会“ひばりクラブ     ・・・残念ながら開催の目途はたってません・・・

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！ 

新会員さんも来てください。初心者・女性歓迎！ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪

05/10（火）13：00～15：00 上宮川文化 C 

06/04（土)14：30～16：30 はつらつ館 

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 

みんなで一緒に歌と演奏をたのしんでいます。 

～♪♪♪～ 見学にいらしてください 

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 

５月は１１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」

５月９日(月)13：30 中会議室 

５月２３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 

05/09（月）13：00～15：00 はつらつ館 

05/13（金）10：00～11：30 小町カフェ 
参加人数によっては場所の変更あります。 

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。

マジック研究会
05/16(月)13：00～15：00 はつらつ館         新規会員募集中 (現在６名)

06/20(月)13：00～15：00 はつらつ館       問合せ：入部まで（） 

バルーン同好会 

（新設） 

バルーンアートの習得と会員の交流を目的として新たに発足しました。活動日は不定期です

が、興味のある方はご参加ください。 ５月は２４日午前中(中会議室)に集まる予定です。

見学、
大歓迎！


