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シルバーカメラサークル 第５回 ふらっと写真展

2014年3月例 ハイキングのご案内

行 先 観音山

月 日 3月15日(土）

集合時間 AM  9時00分

集合場所 JR三田駅改札口

歩行時間 約4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

3月号

平成26年

電話 079‐564 -7501

(公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

２／１（土） ～ ２／２７（木）ふらっと写真展

が開催され、作品１８点を展示しました。

多数の方々にご来場を頂き好評裏のうちに

終了しました。 代表者：水野

2月20日（木） Ｔ．Ｔスーパーボール三田に於いて、ボウリング大会が
開催されました。参加人数46名で行われ大盛況でした。
ここ数年は地域班対抗のゲームとなっています。
１チーム 4人の構成で、今回の優勝は「理事チーム」でしたが、
地域班での1位は「ウッディＢ」でした。
その他も、結構接戦で、どの地域班も頑張られたようです。
マイボール、マイシューズで、かなり熱心にやられている方もいる様です。
やはり、ボウリングは、男女、年齢を問わず誰でも楽しめる
スポーツという事のようですね。

団体優勝 ： 理事チーム
個人優勝 ： 佐々木 八郎

２位 ： 野入 重春
３位 ： 真鍋 照政 （敬称略）

ゴルフ同好会 コンぺ開催のご案内

新年を迎え、早２ヶ月も過ぎました。今年最初のシルバー人材センター

ゴルフ同好会のコンペを下記の通り開催する事になりました。

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

奮って多数参加して頂きますようご案内申し上げます。

場所 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース (加東市少分谷460－111)

日時 3月31日（月） 9時00分 （OUT. I N同時スタ－ト）

費用 プレー費 9,600円（昼食、会食ドリンク付き）

参加費 1,000円 （賞金、賞品含む）

締切日 3月20日（木）

申込先 溝越

森田

締め切り後、組み合わせ表、競技方法など送付します。

代表者：佐藤



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

コーラス（多）
オカリナ(サ)

午前

絵手紙（サ） 書道（多）
尺八（サ）
詩吟（サ）

大正琴(作)
午後

16日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日

手作りｺｯﾄﾝ（作）～PM ひばり（作）～PM コーラス（多） 午前

囲碁・将棋（多） 尺八（サ） 午後

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日

カメラ例会（作） コーラス（多）
コーラス（多）
オカリナ（サ）

ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 書道（多）
尺八（サ）
詩吟（サ）

午後

30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日

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

6日 7日 8日 9日 10日

コーラス（多）
オカリナ（サ）

午前

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

午後

春分の日

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

みなさん！和楽器を演奏したことがありますか？日本の伝統的

な楽器は洋楽器に比べれば触れる機会は少ないかもしれません。

しかし和楽器の音色の美しさにふとひかれる人は多いものです。

とりわけ尺八は心に響く音色を持ち音楽性豊かな楽器です。

我々会員は先生の指導のもと毎月4回（木曜日）サークル室

にて練習しております。年数回施設等へのボランティア出張演奏

も行っています。興味のある方いつでもお気軽に見学して下さい。

尺八のない方には木管等お貸し致します。

代表者：山本

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）

寒さも、もうひと辛抱というところですね、春はもう

目の前です。思い切り身体を動かし、声を出しましょう。

私たちは楽しいコーラス活動に心躍らせています。

関心をお持ちの方、どうぞ気軽に見学して下さい。

代表者：大久保

「シルバー いこいの広場」投稿募集中

投稿お待ちしています。

持込み or ファックスにてお願いします。

お問い合わせは、

事務局 ： 079-564-7501


