
今年に入って初めてのシルバー人材センターゴルフ同好会のゴルフコンペを

下記の要項で開催します。会員諸氏の皆さん奮って参加して下さい。

* 場 所 吉川ロイヤルゴルフクラブ　　　（加東市平木1310-1）

* 日 時 3月25日（月）　　9時30分　吉川コース、 東条コース同時スタート　　　　　　

* 費 用 プレー費　5,820円 （昼食と１ドリンク付）　　　 

* 参加費 2,000円 （賞金、パーティ費用含む）

* 締め切り 2月28日(木）

* 申込み先 溝越 多久馬

森田 頼男

* 締め切り後、組合せ表、競技方法など、送付します。 （代表者　　佐藤浩吉）

開催期間　：　２／１（金） ～ ２／２８（木）

開催場所　：　フラワータウン多世代交流館

電話  079 -564 -7501 2月号 
平成25年 

第42回  同好会月例ハイキングのご案内  

行 先 有馬 ・古寺山～有馬温泉 

月 日 2月16日(土） 

集合時間 AM  9時00分 

集合場所 神戸電鉄三田駅改札口  

参加費 100円（保険料等に充当） 

降雨確率が40％以上であれば、第4週土曜日に順延します。 

        お問合せは、・・・・・・・ 牛谷まで 

手 づ く り コ ッ ト ン 同 好 会  

私たちの作品を、シルバー人材センター内の 

フロアーにて、展示 ・販売しています。 

かわいい小物が満載です。是非ご覧ください。 

手芸に興味のある方は、私たちと楽しみませんか？ 

見学 ・入会 ・大歓迎です！  

詳細はお問い合わせください。 浦部   

お知らせ（訃報） 

前副理事長の岡本 吉司氏が１月１６日深夜 ご逝去されました。 

同日の夜、お通夜で翌日の午後にお葬式が行われました。 

享年73歳でした。 

皆様にお知らせすると共に、謹んでご冥福をお祈りいたします。 
 

ふらっとギャラりー 

参 加 者 募 集  ！！ 



ｻｰｸﾙ・同好会　例会開催予定表 2月11日～3月10日

 (サ）サークル室   (多）多目的室   (作）軽作業室

日 月 火 水 木 金 土 時間帯
11日 12日 13日 14日 15日 16日

建国記念の日

ひばり（作）～PM
オカリナ（サ）
ｶﾒﾗ撮影会(野外）

コーラス（多）
午前

絵手紙（サ） 書道（多） 尺八（サ）
詩吟（多）
大正琴（作）

午後

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
手作りコットン(作）～PM コーラス（多） オカリナ（サ） ひばり（作）～PM 午前
囲碁将棋（多） 尺八（サ） 大正琴（多） 午後

24日 25日 26日 27日 28日 1日 2日
コーラス（多）
オカリナ（作）

ひばり（作）～PM
午前

囲碁将棋（サ） 絵手紙（サ）
ｶﾒﾗ例会（作）例会
大正琴（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）

書道（多） 尺八（サ）
詩吟（作）13：00

太極拳（サ）
午後

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
コーラス（多） コーラス（多）

オカリナ（作）
午前

囲碁将棋（サ） 大正琴（作） 尺八（サ） 太極拳（サ） 午後
10日

午前
午後

 サークル・同好会代表　連絡先　　　　　（活動の詳細は下記代表までご連絡下さい。）

ひばり　　　　　・・・・・・・・　　　　佐々木 カメラ　　　　　　・・・・・・・・　　　　　水　野
囲碁将棋　　　・・・・・・・・　　　　辻　本 絵手紙　　　　　・・・・・・・・　　　　　木　挽
書道　　　　　　・・・・・・・・　　　　真　鍋 オカリナ　　 　　・・・・・・・・　　　　　前　田

尺八　　　　　　・・・・・・・・　　　　廣　瀬

手作りコットン　・・・・・・・・　　　　　浦　部

太極拳　　　　　・・・・・・・・　　　　　関　屋
詩吟　　　　　　・・・・・・・・　　　　森　田 スキー　　　　　 ・・・・・・・・　　　　　吉　形
「さんぽ」会　　・・・・・・・・　　　　牛　谷 ゴルフ 　　　　　・・・・・・・・　　　　　 佐　藤

大正琴　　 　　・・・・・・・・　　　　西　村 コーラス 　　　　・・・・・・・・　　　　　大久保

     ふれあい 給付金の手続き   

ふれあいでは会員の皆様方の給付事業として、米寿祝

い金・入院見舞金の給付金に該当する事項が生じた場

合、  下記に掲げる地域班役員さんに申請用紙を、お

渡ししておりますので、気軽にご相談下さい。 

 地域班 役員氏名 連絡先  

三田     班 ・・・・・・・・ 阿久津 進  

三輪     班 ・・・・・・・・ 山田 武男  

広野     班 ・・・・・・・・ 足立  久   

藍・本庄    班 ・・・・・・・・ 藤岡 康成  

小野     班 ・・・・・・・・ 坪谷  精  

高平     班 ・・・・・・・・ 大東 孝史 

フラワー   班 ・・・・・・・・ 喜多 勇 

ウッディ A  班 ・・・・・・・・ 徳本 伸之 

ウッディ B  班 ・・・・・・・・ 相本 隆夫 

◎ 米寿祝い金について    

米寿（８８才）に達した時、現在の満年齢が 

８８才になられた方です。  

◎ 弔慰金について      

会員及び配偶者が亡くなられた時。  

◎ 入院見舞金について    

会員が就業中に負傷し、入院加療した時。  

※ 会員が事由発生後３ヶ月以内とします。 

但し  同一疾病で、再入院が３０日以上で 

あっても支給しない。  

◎ 給付金の請求については、 

  事由発生後、3ヶ月以内とします。  

蕎麦屋でほっこり・・・     

先日、妻と2人でネットで見つけた、ジャズが流れる

おしゃれな蕎麦屋さんに行きました。 

ちょうど蕎麦が切れてしまい、40分ほどかかるとの事。 

待っただけの事はあり、結構美味しく頂きました。器

もいい感じだったので、ひっくり返して見ると、30年

程前にお世話になった窯元の銘がありました。 

お勘定をして帰る前に、ご主人から来客用の記帳を

頼まれて、ふと、隣のページを見ると、こちらも以前

お世話になった先生のお名前が・・・一度に懐かし

い名前に出会えて、お腹も心も満足の1日でした。 

ペンネーム：遠出したつもり 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ほのぼの川柳                        

朝帰り 妻のリベンジ 里帰り 

家族でも メールがべんり ごめんなさい 

転ぶのに 理屈はいらぬ 年だから 

静かさや 居間にしみいる おやじギャグ 

着メロで 唄うな早く 電話出ろ 

詠み人知らず 

 シルバー いこいの広場 


