
２月２６日に毎年恒例のボウリング大会がエリアドゥ三田ボウリング

センターで開催されました。参加者は３７名で、今までで最も多くの

女性会員が参加された大会となりました。ここでは、親睦を深める

ため、初めて会う者同士でチームを組むことが多いのですが、プレイ

を通して自然と会話が弾み、投げて喋ってと大忙し。時には、快音と

共に「よっしゃ〜っ」と大きな歓声が上がったり、「ドンマイドンマイ」と励まし合うなど、

チーム一体となって楽しんでおられました。団体優勝は三田地域班が、個人優勝は三田地域班

の児子班長となりました。２時間程、体と口を存分に動かし、

爽快感に包まれてみなさん帰られました。

団体優勝 ： 三田地域班

個人優勝 ： 三田地域班 児子 益久 スコア 361

２位 ： ウッディＢ地域班 佐々木 八郎 スコア 332

３位 ： 広野地域班 畑末 公三 スコア 316 （敬称略）

ゴルフ同好会 コンぺ開催のご案内

第３９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。

同好会の今後の進め方について、会員の皆様と話し合いを致したく存じますので、

皆さん奮って多数参加していただきますようご案内申し上げます。

場 所 関西クラシックゴルフ倶楽部

(三木市吉川町湯谷５６７ ℡0794-72-1231)

日 時 4月13日（金） 9時30分スタート （大洞、湯谷コース、同時）

費 用 プレー費 8，５５０円 （昼食、ワンドリンク付き）

参加費 1，０００円 （賞品代、懇親会）

締切日 3月30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

ハイキングのご案内
シルバーハイキングサークル・さんぽ会

2018年4月例会

行 先 京都御室・成就山

月 日 4月21日(土）

集合時間 AM  7時55分

集合場所 JR三田駅改札口

参加費 200円（保険料等に充当）

※ 参加は自由です、当日集合場所、集合時間
までに参集ください。

お問合せは、（携帯）牛谷までシルバー人材センター事務所２階ロビー

’18/3/2 撮影

電話 079‐564‐7501
(公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ3月号

平成30年



3月11日～4月10日

 (サ）サークル室   (多）多目的室   (作）軽作業室　（外）外部

日 月 火 水 木 金 土 時間帯
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

カメラ例会（作） コーラス（多） オカリナ(サ)～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 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 オカリナ(多)～PM ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 大正琴(サ) 尺八（サ） 午後

25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

オカリナ(作)～PM オカリナ(作)～PM ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 書道（作） 尺八（サ） 午後

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

コーラス（多） オカリナ(サ)～PM
ひばり（作）～PM

手作りコットン(サ)～PM
午前

囲碁・将棋（サ） 大正琴(作) 尺八（サ） 午後

8日 9日 10日

カメラ例会（多） 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（作） 午後

春分の日

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

シベリア抑留中の強制労働に耐えながら、常に帰国

出来ることを信じ、俳句や誌など文芸を通じて、仲間

を励まし続けた主人公。

残念ながら、癌に侵され志半ばにして、

白樺林に埋葬されてしまいました。

書くことは即スパイ行為を見なされ

る厳戒態勢の中、主人公を師と仰ぐ

仲間たちは、彼が家族へ宛てた複数

の手紙を全て暗記し、帰国するまで

結束を深めて協力し、遺族に意志を

伝える実話です。

ほのぼの川柳・短歌・俳句、折々の歳時記、写真、

イラスト、健康談議 、マイブーム などなど・・・

自由な原稿をお寄せ下さい。

スペースが許す限り、載せさせて頂きます。

お問い合わせは、事務局まで

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

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

「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

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 ・・・・・・・・・・ 佐々木 八郎

（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。


