
で

ハイキングのご案内

2016年6月例会

行 先 笠松山

月 日 6月18日(土）

集合時間 AM  8時00分

集合場所 神戸電鉄三田駅改札口

参加費 100円（保険料等に充当）

持ち物 雨具・弁当・水筒など

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

5月号
平成28年

(公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
電話 079‐564‐7501

シルバーハイキングサークル・さんぽ会

第１７回 ひばり会 総会開催

３月２５日(金)10：00～軽作業室にて年

に一度の総会が開催されました。

３４名の会員中仕事・用事などで欠席の

５名を除く２９名が集まり、会計報告や

新役員の選出、年間予定等について、皆

の話し合いにより決めました。

また、ひばり会の発足当初から尽力いた

だいた横本 勇・喜美子ご夫妻より退会の

ご報告がありました。お別れを惜しみつ

つ最後に、当日の出席者全員で記念写真

を撮りました。

絵手紙同好会

シルバー人材センター内フロアー
作品展示中 ’16/5/2 撮影

bう
ゴルフ同好会 コンぺ開催のご案内

第３ 2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 ライオンズカントリー倶楽部

(三木市吉川町新田682-1 ℡０７９４-７２-１7１7)

日 時 ６月６日（月） ９時００分スタート （ ホワイト、レッド 同時）

費 用 プレー費 ７，６００円 （昼食付き）

参加費 ２，０００円 （賞金、懇親会含む）

締切日 ５月２２日（月）

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



5月13日～6月11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
13日 14日

午前

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（サ）

午前

囲碁・将棋（サ）
尺八（サ）
詩吟（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（サ）
コーラス（多）

午前

囲碁・将棋（サ）
絵手紙（サ）

ｶﾒﾗ例会（作）
書道（多） 尺八（サ） 午後

29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日

コーラス（多） オカリナ（サ） ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
尺八（サ）
詩吟（サ）

午後

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

コーラス（多）
オカリナ（サ）

午前

囲碁・将棋（サ） 大正琴（作） 書道（多）
大正琴（多）
尺八（サ）

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）

サークル・同好会 例会開催予定表

ひばり ・・・・・・・・・・ 佐々木

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 筒 井

詩吟 ・・・・・・・・・・ 森 田

ひばり ・・・・・・・・・・ 佐々木

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 筒 井

詩吟 ・・・・・・・・・・ 森 田

スキー ・・・・・・・・・・ 深 田

ゴルフ ・・・・・・・・・・ 佐 藤

コーラス ・・・・・・・・・・ 大久保

手作りコットン ・・・・・・・・・・ 浦 部

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 ・・・・・・・・・・ 児子 益久
三輪 班 ・・・・・・・・・・ 垣内 義孝
広野 班 ・・・・・・・・・・ 辻本 安正
藍・本庄 班 ・・・・・・・・・・ 志方 啓祐
小野 班 ・・・・・・・・・・ 岩磨 啓造
高平 班 ・・・・・・・・・・ 山田 伸顕
フラワー 班 ・・・・・・・・・・ 喜多 勇
ウッディ A   班 ・・・・・・・・・・ 篠原 穰
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。

前任者から引き継いだのが平成２１年９月でした。

それから早いもので７年弱を経過しましたが、ここ

にきて健康上通院することも増え、これ以上続けて

いると突然「今日はお休み」となって皆様にご迷惑

をおかけしそうになってまいりました。

前回の４月の研究会を最後に閉会させて頂きます。

できればどなたか後を継いでいただける方がござい

ましたら事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

主催者 平野 勲

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

お願いします。イベント、お知らせ等

記事の提供をお待ちしています。

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

シルバー映画研究会


