
10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

小倉山の麓・嵯峨野は京都随一の観光地古寺を訪

ね歩くだけでも、たっぷり一日楽しめますが、今回

は紅葉を堪能するために、奥嵯峨野の穴場スポット

二つの念仏寺（あだしの・おたぎ）を、訪問してみ

たい。

2019年11月例会

行 先 嵐山・嵯峨野ウォーキング

月 日 11月16日(土）

集合時間 AM  8時00分

集合場所 JR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

写真サークルは発足２０周年となります。

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

令和元年

雨天中止

電話 079‐564‐7501

第４４回シルバーゴルフ大会開催結果

、散会しました。

９月２０日（金）は、東条ゴルフ倶楽部で

１９名が参加して大会が開催されました。

この日は好天に恵まれ、気温も２４度ほど

で絶好のゴルフ日和となりました。全員が

元気に順次スタートし、３位入賞となった

宮脇氏は、パー５の第３打目で１００ヤー

ド先のカップに直接入る凄技を披露しまし

た。今回の入賞者はグロス８０前後で見事

な成績と思います。和気あいあいとした会

食では、野入会長から賞品の授与も行われ、

次回の開催を約束して、解散しました。

---------- 成 績 -----------

グロス ハンディ ネット

優 勝 浜森 伸昭 78 4.8 73.2

準優勝 大隣 誠 84 9.6 74.4

３ 位 宮脇 勝 81 6.0 75.0

（敬称略）

次回は12月19日(木)に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11月号にてお知らせ致します。

幹事 岡田

シルバー人材センター事務所２階ロビー

’19/9/27 撮影

場 所：三田市ウッディタウン市民センター

２階ロビー ギャラリー

期 間：令和元年10月10日(木)～10月16日(水)

時 間：9：00～17：00

※但し、 初日11：00～・最終日15：00まで



10月11日～11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

午前

午後

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日

ひばり会（作）～PM コーラス（多） オカリナ（作）～PM 午前

つくし（作） 大正琴（作） 午後

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日

　　　　即位礼
コーラス（多） オカリナ（多）～PM ひばり会（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
　　　　　　正殿の儀

書道(多)
大正琴（作）
尺八（サ）

午後

27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日

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（作） 尺八（サ） 午後

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

コーラス（多） オカリナ（作）～PM 午前

大正琴（作） つくし（作） 尺八（サ） 午後

10日 11日 12日 13日 14日 15日

折り紙（作） 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（作） 絵手紙（サ） 書道(多) 尺八（サ） 午後

文化の日

振替休日

体育の日

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

かつて炭鉱で栄えた北海道の町

が舞台となり、過疎化や高齢化、

店の跡継ぎ、結婚問題など田舎

ではありがちな「事件」が発生

します。

なにげなく町民の集まる理髪店

と人柄のいい店主が起点となっ

て、うまく問題解決に向かうと

いう人情とユーモアにあふれた

作品です。

飲み仲間が集うスナックもなか

なか面白い存在となっています。


