
9月号 (公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

ハイキングのご案内

シルバー人材センター ハイキング同好会「さんぽ」会

六甲山の世継山の山中にハーブ園というのがある、六甲

山のハイキング道は数えたことがないが、今回は新神戸

から登ろうと思います。旧摩耶道・学校林道・稲妻坂下

りハーブ園に入る、約７キロのコースです。１０月にな

れば、少しは涼しくなってくるだろうから、楽しく歩け

るかな？

2019年10月例会

行 先 六甲・ハーブ園

月 日 10月19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 300円（保険料等に充当）

持ち物 雨具・弁当・水筒・帽子など

※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。

※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、土屋まで

「フォトさんだ」は毎月、撮影会を開催

し写真に関した話題や撮影スポットの

紹介等々親交を深めています。

随時新規会員を募集しています。

お問合せは、小木曽まで

中兵庫信用金庫ウディタウン支店の一階フロアでの

展覧会は、毎年恒例となってお り、今回も下記の日

程で開催しています。展示期間中には大勢の方々に

訪れてもらえると、今後の励みともなりますので、是非

ご高覧頂ければ幸いです。

場 所：中兵庫信用金庫三田ウッディタウン支店ロビー

三田市けやき台１丁目４-３

期 間：令和元年９月３日（火）～９月３０日（月）

時 間：平 日 （月曜～金曜） 9：00～15：00

土・日 （祝日は休み） 10：00～16：00

令和元年

雨天中止

シルバー人材センター事務所２階ロビー

’19/8/30 撮影

電話 079‐564‐7501



9月11日～10月15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

手作りコットン（作）～PM オカリナ（多）～PM 午前

尺八（サ）
大正琴（多）

午後

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

ひばり会（作）～PM コーラス（多） オカリナ（作）～PM 午前

つくし（作） 尺八（サ） 大正琴（作） 午後

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

コーラス（多） オカリナ（多）～PM ひばり会（作）～PM 午前

絵手紙（サ） 書道(多) 尺八（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（作）～PM
ひばり会（作）～PM

手作りコットン（サ）～PM
午前

囲碁・将棋（サ） 大正琴（作） つくし（作） 尺八（サ） 午後

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

折り紙（多） フォトさんだ（サ）
コーラス（多）

手作りコットン（作）～PM
オカリナ（多）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
大正琴（作）
絵手紙（サ）

書道(多)
大正琴（多）
尺八（サ）

午後

13日 14日 15日

ひばり会（作）～PM 午前

午後

体育の日

秋分の日

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 ・・・・・・・・・ 田村 敏文

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 ・・・・・・・・・ 渕上 均司

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。

サークル・同好会 例会開催予定表

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）

ひばり会 ・・・・・・・・・・ 岩 本

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 坂 井

つくし（詩吟） ・・・・・・・・・・ 中 島

コーラス ・・・・・・・・・・ 平 野

手作りコットン ・・・・・・・・・・ 浦 部

「さんぽ」会 ・・・・・・・・・・ 土 屋

大正琴 ・・・・・・・・・・ 桑 室

フォトさんだ ・・・・・・・・・・ 小木曽

絵手紙 ・・・・・・・・・・ 木 挽

オカリナ ・・・・・・・・・・ 武 川

スキー ・・・・・・・・・・ 後 藤

ゴルフ ・・・・・・・・・・ 野 入

折り紙 ・・・・・・・・・・ 油 井

最初は、売れないどら焼き屋の奮闘記かと

思っていましたが、店主に懇願して働くこ

ととなった老婆の身の上が、ストーリーを

大きく変えていきます。

その老婆は、ハンセン病患者で長年社会と

は隔離された生活を送らされ、ようやく手

に入れた自由で、普通に働いてみたいとい

う夢があったのですが、そこにも社会との

壁がありました。今まであまり触れること

の無かったテーマですが、映画化にもなり

樹木希林さんが好演しています。


