
第22回シルバー人材センターゴルフ同好会のコンペを下記の要項で開催します。

シルバー会員であれば誰でも参加できますので、会員諸氏の皆さん

奮って参加して頂きますようご案内いたします。

場　所 レークスワンカントリー倶楽部　　（加東市秋津１９９０－８９）

　 日　時 12月4日（水）　　9時20分　　北コース、南コース同時スタート

費　用 プレー費　　6,600円　　（昼食付）

参加費 2,000円　　（賞金、パーティー費用含む）

締　切 11月20日（水）

申し込み先 溝　越 携帯Ｔｅｌ ０８０－６１４９－０３８２

森　田 携帯Ｔｅｌ ０９０－２３５０ー６０１１

締め切り後、組み合わせ表、競技方法など送付いたします。　　　　　（代表者　佐藤）

第50回   同好会月例ハイキングのご案内  

行 先 宝塚・行者山 

月 日 11月16日(土） 

集合時間 AM  8時10分 

 8時22分発各駅停車に乗車。 

集合場所 JR三田駅改札口 

歩行時間 約3時間 

参加費 100円（保険料等に充当） 

コースは、その日の状況で変更することが 

あります。予めご了承ください。 

        お問合せは、 牛谷まで 

電話  079 -564 -7501 11月号 

平成25年  

「スキー同好会」便り  

雪の降らない時は、まったくスキーの事を 

忘れていますが、スキーシーズン（25年12月 

～26年３月頃の間）も近くなり、皆さんと 

楽しいひと時を持ちたいと思います。関西では、 

１１月中旬、神鍋の人工スキー場開きがあり 

12月には六甲スキー場も、始まります。 

今から少しでも運動をして、足腰を鍛えて 

備えたいと思います。12月号の「ふれあい」に 

「スキー同好会」の開催日時等を決定して、 

お知らせします。電話等の問合せ、 

参加をお待ちしています。 

              𠮷形 

グラウンドゴルフ大会  

10月17日（木）城山公園にて  

参加者31名で競技が行われました。  

 

団体優勝：広野地域班  

 

個人成績 

１位  小迫 末男 

２位  野入 重春 

３位  和暮 勝 

   （敬称略） 

 

 

囲碁・将棋大会  

 
1 0月 7日（月）シルバー人材センター 

に於いて、参加者1 2名で  

囲碁・将棋大会が開催されました。  

   熱戦の結果発表。  

  優勝 ：  吉田 昌幸 

  ２位  ：  黒川 渉 

  ３位  ：  藤本 完 

      （敬称略） 



ｻｰｸﾙ・同好会　例会開催予定表 11月11日～12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)
オカリナ(サ)
コーラス（多）

午前

囲碁・将棋（サ）～PM 絵手紙（サ） 書道（多）
大正琴（作）
尺八（サ）
詩吟（サ）

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 ひばり（作）～PM コーラス（多） オカリナ(サ) コーラス（多） 午前

囲碁・将棋（サ）～PM
大正琴（作）
書道（多）

尺八（サ） 午後

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）～PM
絵手紙（サ）
カメラ（作）

尺八（サ）
詩吟（サ）

午後

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

コーラス（多） ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）～PM 大正琴（作） 尺八（サ） 午後

8日 9日 10日

オカリナ(サ) 午前

囲碁・将棋（サ）～PM 絵手紙（サ） 午後

勤労感謝の日

 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。） 

     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   ・・・・・・・・  髙橋 史郎 

ウッディ A  班     ・・・・・・・・  徳本 伸之 

ウッディ B  班     ・・・・・・・・  相本 隆夫 

                       （敬称略） 

◎ 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３０日以上の入院加療した時。  

※ 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。  

ひばり     ・・・・・・・・    武 田 

囲碁将棋   ・・・・・・・・    辻 本 

書道      ・・・・・・・・    真 鍋 

尺八      ・・・・・・・・    山 本 

詩吟      ・・・・・・・・    森 田 

「さんぽ」会  ・・・・・・・・    牛 谷 

大正琴     ・・・・・・・・    西 村 

カメラ      ・・・・・・・・     水 野 

絵手紙     ・・・・・・・・     木 挽 

オカリナ     ・・・・・・・・     前 田 

スキー      ・・・・・・・・     𠮷 形 

ゴルフ      ・・・・・・・・      佐 藤 

コーラス     ・・・・・・・・     大久保 

手作りコットン ・・・・・・・・     浦 部 

 頭の体操 
ネットで見つけたなぞなぞです 

皆さんも考えてみませんか。 
 

①話すことがとても好きな道具は何？ 

②おじいちゃんとする球技は何？ 

③たぬきの宝箱には、何が入っている？ 

  「シルバー いこいの広場」投稿募集！！ 

ほのぼの川柳・短歌・俳句・随筆                  

最近ちょっと気になる事、日々の喜び、愁い・・・          

孫自慢  、ペット自慢  、マイブーム  、                    

独自のストレス解消法、健康談議  などなど・・・         

自由な投稿をお待ちしています。            

尚、紙面の構成上原稿は２００～３００字程度、   

お写真の掲載は１～2枚でお願い致します。      

（持込み  or  ファックス）             

お問い合わせは、事務局  ：  079-564-7501     

①シャベル 

②ソフトボール（祖父とボール） 

③空箱 【（た）からばこ】 

「半分の思い出」 

３０年ほど前から、映画の半券を溜めています。 

昔は今と違って作品名等が印字してないので、その都度裏面に
月日と作品名を記入しておきました。 

改めて見直すと当時の思い出が蘇ってきます。 

一緒に見に行った相手や、映画館の雰囲気、初回上映を見るた
めに並んだこと、上映途中での立ち見は当たり前でした。 

今は「シネコン」が出来て、最初からゆったり座って見ること
ができますが、 

すし詰め状態の隙間から苦労して見たことが逆に楽しく思え、
一人微笑んでしまいました。     
                    ペンネーム：nostalgiast 

 シルバー  いこいの広場  


