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2014年６月例会 ハイキングのご案内

行 先 神戸市立森林植物園

月 日 ６月２１日(土）

集合時間 AM  8時50分

集合場所 神戸電鉄三田駅改札口

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

６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

ゴルフ同好会 コンぺ開催のご案内

第24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通り開催いたします。

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

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 (加東市小分谷460－111)

日 時 ７月４日（金） 9時00分 （OUT. I N同時スタ－ト）

費 用 プレー費 9,200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 ６月20日（金）

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

三田市総合福祉保健センターにて

お願い

サークル・同好会活動の様子

を掲載するにあたって

各グループの積極的な

参加を希望致します。

イベント、お知らせ等

記事の提供をお待ち

しています。

絵手紙同好会

シルバー人材センター内フロアー
作品展示コーナー ’14/6/3 撮影

５月２９日（木）午後のひと時、

三田市総合福祉保健センターで

催された「高齢者のつどい」に、

シルバーの仲間が出演しました。

オカリナとコーラスが一緒に

「花は咲く」を発表するなど、

発表曲も年齢にふさわしいもの

を選んだこともあり、会場では

４０名余りの皆さんが手拍子

なども加えて出演者と一緒に

楽しんでくださいました。

出演した方も、楽しい舞台を経験できて皆さん気持ちよさそうでした。

機会を頂ければまた出演してみたいと思っています。



６月11日～７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

コーラス（多） 午前

書道（作）
尺八（サ）
詩吟（サ）

大正琴（作）
午後

１５日 1６日 17日 18日 19日 20日 21日

手作りｺｯﾄﾝ（作）～PM ひばり（作）～PM コーラス（多） オカリナ(作) 午前

囲碁・将棋（多） 尺八（サ） 大正琴（作） 午後

2２日 2３日 24日 25日 26日 27日 28日

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）
書道（多）

尺八（サ）
詩吟（サ）

午後

２９日 ３０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日

コーラス（多） オカリナ(サ) 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） 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 書道（多）
尺八（サ）
詩吟（サ）

大正琴（作）
午後

サークル・同好会　例会開催予定表

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 ・・・・・・・・・・ 坂林 禄

三輪 班 ・・・・・・・・・・ 山田 武男

広野 班 ・・・・・・・・・・ 辻本 安正

藍・本庄 班 ・・・・・・・・・・ 志方 啓祐

小野 班 ・・・・・・・・・・ 山内 芳孝

高平 班 ・・・・・・・・・・ 山田 伸顕

フラワー 班 ・・・・・・・・・・ 髙橋 史郎

ウッディ A  班 ・・・・・・・・・・ 八坂 弘

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 ・・・・・・・・・・ 桜 井

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

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）

皆様の投稿をお待ちしています。

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

サラリーマン川柳

近頃、私を和ませてくれている”第一生命の「サラ

リーマン川柳コンクール」”の中から歴代第一位作

品を五句掲載します、皆さんもほっこりして頂けれ

ば幸いです。

ページのURLを下欄に記載しました。

うちの嫁 後ろ姿は フナッシー

いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦

久しぶり～ 名が出ないまま じゃあまたね～

オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る

タバコより 体に悪い 妻のグチ

「シルバー いこいの広場」投稿募集中

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/


