
カメラサークルの「第３回ふらっと写真展」が ２月１日

から２８日の１か月間、フラワータウン ・サンフラワービル

２階の多世代交流館のシニア・ユース広場内に於いて

開催されました。今回の出展は１6点でこの広場に集ま

る多世代の方々にご覧いただいたと共に、展示作品に

ご意見・感想などをくださる、熱心な方もおいでになり、

好評裏に終了いたしました。

写真は展示最終日の一コマと作品です。 

カメラサークル水野さんへの取材より

シルバー人材センター内フロアー

作品展示コーナー 　　 '13/3/1 撮影

電話  079 -564 -7501 3月号 
平成25年 

第43回  同好会月例ハイキングのご案内  

行 先 宝塚 ・西谷の森公園散策 

月 日 3月16日(土） 

集合時間 AM  9時00分  9時8分発電車に乗車。 

集合場所 JR三田駅改札口  乗車券は武田尾まで 

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。 

新しく作品も追加され、レイアウトも変わり 

さらに賑やかさを増しています。 

是非ご覧になって下さい。 

手芸に興味のある方は、裏紙面の予定表 

を参照の上、見学ください。大歓迎です！  

詳細のお問い合わせは、・・・・・・・浦部まで 

ボウリング大会  

去る、２月２５日(月)スーパーボウル三田に於いて、 

ボウリング大会が開催されました。 

参加人数は４９名で行なわれ大盛況でした。 

団体優勝 ： フラワータウン 

個人優勝 ： 芝田 旭子 

   ２位  ： 佐々木 八郎 

   ３位  ： 江村 充男 

 

絵 手 紙 同 好 会  



ｻｰｸﾙ・同好会　例会開催予定表 3月11日～4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

オカリナ（サ）
ｶﾒﾗ撮影会(野外）

コーラス（多）
オカリナ（作）

午前

絵手紙（サ） 書道（多） 尺八（サ）
詩吟（サ）15:00～
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

囲碁将棋（多）～PM

ひばり（作）～PM
春分の日

コーラス（多）
午前

尺八（サ） 大正琴（作） 午後

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
コーラス（多） ひばり（作）～PM 午前

囲碁将棋（サ） 絵手紙（サ）
ｶﾒﾗ例会（作）例会

書道（多） 尺八（サ）
詩吟（サ）15:00～ 午後

31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日
オカリナ（サ）
コーラス（多）

ひばり（作）～PM
午前

囲碁将棋（サ） 大正琴（作） 尺八（サ） 午後

7日 8日 9日 10日
オカリナ（サ） 午前

囲碁将棋（サ） 絵手紙（サ）
ｶﾒﾗ例会（多）例会

書道（多）
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。）

大正琴　　 　　・・・・・・・・　　　　西　村
コーラス 　　　　・・・・・・・・　　　　　大久保
手作りコットン　・・・・・・・・　　　　　浦　部

尺八　　　　　　・・・・・・・・　　　　廣　瀬
詩吟　　　　　　・・・・・・・・　　　　森　田

スキー　　　　　 ・・・・・・・・　　　　　吉　形

「さんぽ」会　　・・・・・・・・　　　　牛　谷

ゴルフ 　　　　　・・・・・・・・　　　　　 佐　藤

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

     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。  

 シルバー いこいの広場 

アンチエイジング専門医のありがた～い お言葉 ！！ 

健康長寿の実現には 

①メタボにならないように「カロリー制限」をする 

②ストレスを緩和する「抗酸化作用」のある食品の摂取 

③掃除や歩行など活発な「身体活動や運動」を行う 

④「ご機嫌」でいること 

  （脳がリラックスしていて、自由な発想が出来る状態） 

”上記の４か条が大切だと科学的に証明されています。

更に加えて「生きているだけで丸もうけ」とノーテンキに

開きなおることも必要です。”  などと専門医は宣わく、

それならば三日坊主の場合、「続かなかった」ではなく、

「偉い！三日も続いた」と思えばよいのだろうが、体調

が優れなかったりすると、どうしてもネガティブになって

しまう、不安や心細さ、寂し、哀しい、辛い、etc、  限り

なくネガティブの底なし沼状態はつづく  ・・・。情報社

会なのだから”ポジティブな意識革命への誘い”などと

タイトルが付いた様なありがた～いオコトバなどを書連

ねたものが、何処かに無いものかと検索すると、それら

しき著書なる物がわんさとあり、あぁ～混乱する、選択

に時間がかかりそう！後日ゆっくり選ぶとしよう。 

皆さんはどの様に「ご機嫌」な日々を過ごしていらっ

しゃいますか？  

                   地域班：ウッディA  会員 №3002 


