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(公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
電話 079‐564‐7501

2月20日（月）10時～12時 ＡＲＥＡ-Ｄｏ 三田ボウリングセンターに於いて、

ボウリング大会が開催されました。

参加者は昨年とほぼ同数の３９名で、終始大盛り上がりでした。

特にストライクを取って、みんなでハイタッチをしている時は最高に盛り上がり、

その姿はとても若々しく輝いていました。参加者の中には、この日のために練習を

してきた方もおられるようです。なかなか話す機会のない他の地域班

の方とも、おしゃべりが弾み、楽しく親睦を深められました。

次回開催する際は、たくさんのご参加をお待ちしております。

団体優勝 ： 三田地域班

個人優勝 ： ウッディタウンＢ地域班 佐々木八郎 スコア 336

２位 ： 高平地域班 細見 護 スコア 324

３位 ： 三田地域班 児子 益久 スコア 309
（敬称略）

ゴルフ同好会 コンぺ開催のご案内

第３５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。
シルバー会員であれば誰でも参加できますので、会員諸氏の皆さん奮って多数参加
して頂きますようご案内申し上げます。

場 所 東条ゴルフ倶楽部

(加東市新定1188-4 ℡0795-46-1155)

日 時 3月27日（月） 9時20分スタート （OUT、 IN、同時）

費 用 プレー費 8，6００円 （昼食、会食付き）

参加費 1，０００円 （賞品代）

締切日 3月19日（日)

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

お詫び：ふれあい１月号に掲載の開催日が間違っていましたのでお詫びいたします。

よっしよ

2/12～2/15 鯵ヶ沢高原

スキー同好会 活動便り

1.待ちに待ったスキーシーズン到来で、1/23からの３日間、

３名で東北の「雫石スキー場」へ初滑りに行きました。

ここは一昨年にも訪れたスキー場で、ゲレンデもさること

ながら、料理も温泉も最高でした。

スキー学校も一日体験して、前より上達できたかな？

2.1/31は、関西では規模も大きく雪質も良いとされる「ハチ北

高原スキー場」へ、３名で日帰りスキーを楽しんで来ました。

当日は天候にも恵まれ、サイコーの１日だったとのことです。

3.2/12からの３泊４日は、年に１度のメインのスキー旅行で、

青森県の「鰺ヶ沢高原スキー場」へ９名で出発しました。

ここは外資系が運営しているスキー場なので、どこか海外のスキーリゾートに来たような

気がします。岩木山のふもとのゲレンデは、毎日新雪で、いろんな斜面を滑りまくって、

あっという間の楽しい４日間でした。 代表者：吉形



3月12日～4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
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

手作りｺｯﾄﾝ(作)～PM コーラス（多） オカリナ（サ）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
ほほえみタイム（作）

絵手紙（サ）
ｶﾒﾗ例会（作）

大正琴（作） 午後

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

春分の日 ひばり（作）～PM
コーラス（多）

オカリナ（作）～PM
午前

書道（多）
尺八（サ）

大正琴（多）
午後

26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日

コーラス（多）～PM
オカリナ（作）～PM

ひばり（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
ほほえみタイム（多）

絵手紙（作） 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（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ）
ほほえみタイム（多）

大正琴（作） 尺八（サ） 午後

4/9日 4/10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 ・・・・・・・・・・ 水 野

絵手紙 ・・・・・・・・・・ 木 挽

オカリナ ・・・・・・・・・・ 前 田

スキー ・・・・・・・・・・ 𠮷 形

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 ・・・・・・・・・・ 筒 井

ハイキングのご案内

2017年4月例会

行 先 「源平合戦夢のあと」神戸市須磨区散策

月 日 4月15日(土）

集合時間 AM  8時15分

集合場所 神戸電鉄三田駅改札口

参加費 100円（保険料等に充当）

持ち物 雨具・弁当・水筒・防寒衣など

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。

お問合せは、牛谷まで

シルバーハイキングサークル・さんぽ会

幻の滝を見に行くツアーに参加した、

7名のおばちゃんたち。

ひょんなことから案内人からはぐれて、

森の中をさまよいます。

おばちゃんたちの独自のキャラクターが、

森の中の一夜ではじけていきます。

ちょっともの悲しくて、ちょっとパワフルで、

笑えるそれぞれの人間模様を、楽しく観る

ことができます。

やっぱり、女性はたくましい・・・


