
bう
ハイキングのご案内

2 0 1 5年12月例会

行 先 篠山・八上城址

月 日 12月19日(土）

集合時間 AM 9時45分

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事があります。
予めご了承ください。
お問合せは、牛谷まで

シルバーハイキングサークル・「さんぽ」会

平成27年

(公社) 三田市シルバー人材センター

電話 079‐564‐750111月号

１１月１８日はウッディ市民センターで、

２３日の「シルバー感謝祭」にむけての

リハーサル練習の予定です。本番は広く

市民の皆さんに楽しくお聴きいただき「三

田シルバーコーラス」を親しんでいただくた

めに団員一丸となって発表にのぞみたい

と思っていますのでぜひご声援ください。

代表者：大久保

大正琴サークル（スイートピー）

10月27日青野ダムの和室をお借りしての練習

で、日頃はテーブルの上なので気分が変わっ

ていいものでした、和室でのお稽古は今回で

二度目となります。

例 会：第1（火）第2（木）第3（金）

場 所：シルバー人材センター

時 間：13：00～16：00

※皆さん仲良く和気あいあい

と楽しみながら頑張っています。

代表者：西村

「スキー同好会」のお知らせ！

今年もスキーシーズンを迎えます。

関西でのスキーも良いですが、年に一度は東北、北海道

等でのスキー旅行を計画しています。一日中滑りまくる

体力・気力もないので、安全第一で楽しんでいます。ス

キーの後の温泉も目的の一つですね。また、関西での

「日帰りスキー」もしています。皆さんも一緒に滑って

親睦を図りませんか。

【次回の打合せ会】

日時 27年11月17日（火）13：30～14：30

場所 シルバー人材センター サークル室

新規加入者大歓迎。「シルバー感謝祭」では、

パネル展示を行います。 吉形

グラウンドゴルフ大会

10月 1日（木）９時～ 中央公園 参加者15名

10月１６日（金）９時～ 城山公園 参加者35名

講習会は途中から雨が降ってしまいましたが、

大会は大晴天で行われました。

初心者も上級者も関係なく、他地域班の方と

仲良く楽しく交流することができました。

個人成績

１ 位：野入 重春 フラワータウン地域班

２ 位：山内 照雄 小野地域班

３ 位：足立 久 広野地域班
（敬称略）

団体優勝：広野地域班



11月11日～12月10日

 (サ）サークル室   (多）多目的室   (作）軽作業室　（外）屋外

日 月 火 水 木 金 土 時間帯

11日 12日 13日 14日

コーラス（多）
オカリナ(サ)

午前

大正琴（作）
尺八（サ）
詩吟（サ）

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（外） オカリナ(サ) コーラス（多） 午前

囲碁・将棋（多） 書道（多） 尺八（サ） 大正琴（サ） 午後

22日 23日 (勤労感謝の日） 24日 25日 26日 27日 28日

オカリナ(サ) ひばり（作）～PM 午前

カメラ例会（作）
絵手紙（サ）

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（サ） 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）
尺八（多）
詩吟（多）

大正琴（作）
午後

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 ・・・・・・・・・・ 喜多 勇

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 ・・・・・・・・・・ 佐々木

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 辻 本

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

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

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）

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 例会開催予定表

シルバー映画研究会

あったまろっ

寒さに向かうこの季節、体も心

もあたたまるお風呂は最高！

柑橘類の皮を浮かべて楽しむ

のもいいですよね。

１1月例会

１1月16日（月） 13:30～

１2月例会

１2月21日（月） 13:30～


