
※連絡先は、裏面参照

オカリナサークルでは、定期的に市内の介護施設などを訪問して、コンサートを開催されています。

先日、5月26日にも、大原にある「ディサービスありまふじ」で今回、第６回となるコンサートが開催されました。

参加人数は、代表の前田さんをはじめ９名で、プログラムは第１部～第３部までの構成となっており盛りだくさんの内容

です。

☆オープニングソング ： 野に咲く花のように

＜第一部＞・・・オカリナで奏でる思い出の学舎の歌（名曲選集）
・Ｏｌｄ ｂｌａｃｋ ｊｏｅ ・Ｌｏｎｇ･Ｌｏｎｇ Ａｇｏ ・エーデルワイス ・栄光は君に輝く ・琵琶湖周航の歌 ・ほたるこい

＜第二部＞・・・みんなで大合唱！！ 歌の広場：歌えば心晴れ晴れ！！

・茶摘み ・しゃぼん玉 ・夏は来ぬ ・雨降りお月さん ・蛙の笛

＜第三部＞・・・懐かしい名曲と歌謡の花束（ギターとオカリナ演奏）

・ボレロ ・愛のテーマ 映画『ゴッドファーザー』より ・学生時代

☆ファイナルソング ： 今日の日はさようなら

6月号
平成29年 (公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

電話 079‐564‐7501

第３６回シルバー人材センターゴルフ同好会のコンペを下記

のとおり開催いたします。

シルバー会員であれば誰でも参加できますので、会員のみな

さん、奮ってご参加頂きますようご案内申し上げます。

★場所：関西クラッシクゴルフ倶楽部

（三木市吉川町湯谷567 TEL：0794-72-1231）

★日時 ： ６月３０日（金） ９時２０分スタート （ＩＮ・ＯＵＴ同時）

★費用：プレー費･･･７，９００円（昼食、ワンドリンク付き）

参加費 ･･･２，０００円（賞品代、懇親会）

★締切： ６月２０日（火）

★申込：溝越・・・080-6149-0382 森田・・・090-2350-6011

※締め切り後、組合せ表、競技方法などを送付します。

（代表：佐藤）

２０１７年７月例会

丁度梅雨の時期、降らないとしても蒸し暑いだろうな～

でも、いっぱい汗をかけば後のビールが・・・などと考え

ながら企画しました。

久しぶりの六甲です・・・が、眺望はなく、出来るだけ木

陰を選って歩きたいとおもいます。

○行 先 ： 修法ヶ原周辺（六甲山系）

○月 日 ： ７月１５日（土）

○集合時間： ＡＭ８時３０分

○集合場所： 神戸電鉄三田駅改札口

○持ち物 ： 雨具、弁当、水筒、帽子など

○参加費 ： ２００円（保険料）

※前回より、参加費を２００円にさせて

頂いております。

※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：090-6660-4557 牛谷まで

新しい詩吟同好会「つくし」が発足しました。

初心者大歓迎、お気軽にご参加ください！



6月11日～7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 15日 16日 17日

コーラス（多） オカリナ（サ）～PM 午前

囲碁将棋（サ）
絵手紙（サ）
カメラ（作）

書道（多） 大正琴（作） 午後

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
手作りコットン（作）～

PM
ひばり会（作）～PM コーラス（多） オカリナ（多）～PM 午前

ほほえみタイム（多）
囲碁将棋（サ）

詩吟（作）
尺八（サ）

大正琴（作）
午後

25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日

コーラス（多） オカリナ（作）～PM ひばり会（作）～PM 午前

囲碁将棋（サ） 書道（多） 尺八（サ） 午後

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

コーラス（多） オカリナ（作）～PM ひばり会（作）～PM 午前

ほほえみタイム（多）
囲碁将棋（サ）

大正琴（作） 詩吟（作） 　つくし（作） 午後

9日 10日

午前

囲碁将棋（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

「さんぽ」会 ***** 牛 谷

大正琴 ***** 西 村

カメラ *****    清 水

絵手紙 ***** 木 挽

オカリナ ***** 前 田

スキー *****          後 藤

ゴルフ *****        佐 藤

コーラス ***** 大久保

手作りコットン ***** 浦 部

ほほえみタイム ***** 岡 田

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。

ひばり会 ***** 佐々木

囲碁将棋 ***** 長 村

書 道 ***** 西 本

尺 八 ***** 山 田

つくし(詩吟） ***** 中 島

絵手紙同好会

シルバー人材センター事務所 ２階ロビー 2017.5.31撮影

シルバーいこいの広場

『僕と魔法の言葉たち』 （2016：米）

幼くして自閉症になり、言葉を失ってしまった少年。

しかし、家にこもってディズニーアニメを片っ端から

見続けたことから、アニメの中のセリフでコミュニ

ケーションがとれるように・・・

家族の献身的な支えもあり、大学進学や恋愛経験、

いじめ体験等々を経て、徐々に自立の方向へと進

んでいきます。

微笑ましくも、自閉症の患者が自立していく様子を、

生々しく映し出した、ドキュメンタリー映画です。


