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７月５日（木）不安定な天候の中、参加者４１名を乗

せたバスは滋賀県へ向かいました。最初の目的地「植

物公園みずの森」では、ラッキーなことに小雨で、珍

しい水生植物をゆったりと観賞できました。

「毛利志満」で近江牛の会席を堪能したあと、次の行

程である近江八幡の町並み散策を、雨の為中止としま

した。次のバームクーヘンで有名な「ラコリーナ近江

八幡」では、ここもラッキーなことに、雨が降らない

うえ、お客さんも少なく、ほぼ貸切状態で買い物を楽

しむことができました。特に人気の「出来立てバーム

クーヘン」をスムーズに買えたことに、会員の皆さん

は大満足でした。

帰りは雨が激しくなり、一部ルート変更をしなが

ら、全員無事に帰ってきました。

大雨の影響で翌日は中止となったので、今回の旅

行に行けた方は本当にラッキーな人たちでした。

(公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

ゴルフ同好会だより

第40回

シルバーゴルフ大会開催

先般７月２７日（金）に東条ゴルフ倶楽部で開催し、

その成績は次の通りです。

グロス ハンディ ネット

優 勝 松浦 好孝 96 22.8 73.2

準優勝 大隣 誠 83 8.4 74.6

３ 位 徳田 孝治 94 19.2 74.8

（敬称略）

次回は10月2日（火）今回と同じ東条ゴルフ倶楽部

で開催いたします。

詳細な案内は９月エコーでお知らせ致します。

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

灼熱地獄を、思わするような昨今、日本だけ
ではなく北半球至る所が熱帯と化しているよ
うです。自分の身は自分で守る、熱中症は大
丈夫ですか、このご案内のころは、初秋の涼
風が心地よくなっていると思います。

2018年9月例会

行 先 官兵衛の里散策

月 日 9月15日(土）

集合時間 AM  7時50分集合

集合場所 JR三田駅改札口

参加費 200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。予めご了承下さい。
参加は自由です、当日集合場所、集合時間ま
でにご参集ください。

お問合せは、牛谷まで



8月12日～9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
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

ｶﾒﾗ例会（作） オカリナ(作)～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 詩吟（作） 午後

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

ひばり（作）～PM コーラス（多） オカリナ(作)～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 書道（多） 尺八（サ） 大正琴(作) 午後

26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日

オカリナ(作)～PM ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 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(多)～PM
ひばり（作）～PM

手作りコットン（多）～PM
午前

囲碁・将棋（サ） 大正琴(作) 詩吟（作） 尺八（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

ひばり会 ・・・・・・・・・・ 佐々木

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 廣 瀬

つくし（詩吟） ・・・・・・・・・・ 中 島

スキー ・・・・・・・・・・ 後 藤

ゴルフ ・・・・・・・・・・ 佐 藤

コーラス ・・・・・・・・・・ 平 野

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 ・・・・・・・・・・ 平野 勲

フラワー 班 ・・・・・・・・・・ 喜多 勇

ウッディ A   班 ・・・・・・・・・・ 後藤 英則

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。

「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 ・・・・・・・・・・ 武 川

言わずと知れた、映画「All ways三丁目の夕日」

の原作です。

シルバー人材センター 事務所２階ロビー ’18/8/6 撮影

昭和３０年代当時の暮らしぶりを知

るのはもちろんのこと、戦後の復興

期でもある時代に、決して生活は豊

かでなくても人情に溢れ、正直で、

活力のある生活を送っていた、当時

の人々を生き生きと描いています。

モノの豊かさでは十分すぎるほど満

たされている現在ですが、心の豊か

さでは、当時の方が格段に満たされ

ていたのではないかと思います。


