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１２月６日（木）～１０日（月）まで開催されます「第３４回会員作品展」について、    

出展作品をまだまだ募集中！です。昨年よりも、出展数を増やして作品展を盛り上げていき

たいと考えています。皆様の作品をお待ちしています！ 

 また、今回の作品展では、初めての試みである「我が家のペット」写真展示を多目的

室で行います。皆様が飼っているペット（犬、猫、鳥．．．）の写真を展示させていただけま

せんか？展示を希望される方は、別紙チラシをご覧いただきお申込みください。 

 

 

                       

業務内容 新担当者 

屋内作業（民間） 平石 

刃物研ぎ 原田 

                                              

 

 

下記の地区について、地域代表委員が決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

地  区 新 地域代表委員 旧 地域代表委員 

箕面第３地区 前田 政輝 会員 ― 

 

11月号 

◇◇◇ ボランティア清掃のお知らせ ◇◇◇ 

・日  時 平成３０年１１月１７日（土）午前１０時～正午  

※箕面第１地区は９時集合 

※１７日が雨天時の場合は１２月１日（土）に順延（１日が雨天の場合は中止） 

※ＮＨＫの午前６時５５分天気予報で、降水確率５０％以上の場合、 

延期または中止 

・持 ち 物 軍手、火はさみ など  ・場所地域班ごとに実施（次頁参照） 

☆☆☆ 第３４回「会員作品展」を開催します ☆☆☆ 

チラシをご覧ください！！ 

◇◇◇ 地域委員会からのお知らせ ◇◇◇ 

 事務局職員の「事務分担変更」のお知らせ 

左記のとおり、１０月２９日付で事務分担

の変更を行いましたので、お知らせし  

ます。 
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地 区 所属町名 実施場所 集合場所 

箕面第１－①地区 
箕面１丁目～ 

箕面４丁目 
箕面駅前～龍安寺清掃 

・箕面駅前から滝道清掃 

・龍安寺敷地内の清掃 

（箕面駅前） 

箕面交通・観光案内所前 

※９時集合 箕面第１－②地区 
箕面５丁目～ 

箕面８丁目 

箕面第２地区 西小路・牧落・百楽荘 
市役所～牧落駅～牧落５交差点（171 号線）

～牧落交差点～市役所間の清掃 
市役所南側駐車場 

箕面第３地区 桜井・桜 
①中央橋～牧落踏切（中央線）間の清掃 

②桜井公園及び南桜井バス停周辺の清掃 

①ローソン桜店前歩道 

②桜井公園 

箕面第４地区 半町・瀬川 
第三中学校～あかつき園～半町交差点 

（171 号線）～第三中学校の清掃 

第三中学校正門前 

箕面第５－①地区 新稲 西小コミセン及びその周辺の清掃 西小コミセン前 

箕面第５－②地区 桜ヶ丘 桜ヶ丘第２ちびっこ広場 桜ヶ丘図書館前 

萱野第１地区 稲・萱野・船場西 
稲ふれあいセンター～萱野３交差点（171

号線）～中小～センター間の沿道清掃 
稲ふれあいセンター 

萱野第２地区 船場東・西宿・今宮 新船場東公園及び周辺道路の清掃 新船場東公園 

萱野第３地区 外院・石丸・白島 
白島荘～（山麓線）～四中～ 

萱野東小コミセン間の清掃 
白島荘前 

萱野第４地区 坊島・如意谷 

① かやの広場～萱野保育所～唐池公園間

の道路の清掃 

② かやの広場～（山麓線）～山麓公園間の

道路の清掃 

①・②とも 

かやの広場 

豊川第１地区 小野原西・東 
東部事務所～豊川南小～小野原公園～ 

小野原西６交差点～東部事務所間の清掃 
東部事務所前 

豊川第２地区 

粟生新家・粟生外院 

粟生間谷西１丁目～ 

２丁目 

①箕面東公園～小野原西公園（171 号線） 

～第２総合運動場～箕面東公園間の清掃 

②東小コミセン～豊川北小コミセン 

～東小コミセン間の清掃 

①箕面東公園 

②東小コミセン前 

豊川第３地区 

粟生間谷西３丁目～ 

７丁目、粟生間谷東、 

彩都粟生南 

豊川北小ｺﾐｾﾝ～間谷南交差点～（茨木能勢

線）～西田橋～西田公園間の清掃 
豊川北小コミセン前 

止々呂美地区 
上・下止々呂美 

箕面森町 
上止々呂美周辺（国道４３２号） 上止々呂美自治会館 

ボランティア清掃地区別実施場所等一覧表 
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今年も地区懇談会の季節がやってきました。各地区開催日が決まりましたら、次月号から

順にお知らせいたします。この「地区懇談会」は、地域における会員相互の親睦交流を図る

ことを目的としています。親睦活動やボランティア活動など、地域班でできる活動について、

地域の皆さんで考えていただき、魅力ある地域班づくりに向けて、ご協力をお願いします。 

 年に１回の地区懇談会です。皆さんできる限り出席していただきますようお願いします。 

就業があり、懇談会に出席できない場合は、事務局担当者までご相談ください。できるだけ、 

就業を理由に懇談会を欠席することがないようにしてください。 

 

 

 
 
 
 
・開催日時：１回目 平成３０年１１月  ９日(金)午前９時５０分～午前１１時５０分 

      ２回目 平成３０年１１月２２日(木)午前８時５０分～午前１０時５０分 

・開催場所：ふれあい就労支援センター１階「第１作業場」 

・定  員：４名 ※定員になり次第締め切ります。 

・受 講 料：１回 １，６００円（２時間） 

・申込期限：１回目:１１月７日(水) ２回目:１１月２０日(火)までにお申し込みください。 

・講  師：当センター パソコン同好会会員 

 

 

 

 

 

 

《パソコン講習会 第 2 回目》 

・開催日時：平成 30 年11 月19 日（月）、20 日（火） 

       両日とも午前 10 時～午後 3 時 

・開催場所：ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 

・内  容：年賀状の作成、住所録の作成 

・定  員：１５名 ※申し込み多数は抽選 

・申 込 み：１1 月１6 日（金）までに事務局までお申し込みください。 

・そ の 他：・両日ともに受講可能な方に限ります。 

      ・住所録の作成も行いますので、ご自身の住所録もお持ちください。 

・講習会で作成したデータの持ち帰りをご希望される方は、ＵＳＢメモリを  

ご持参ください。 

 次回の開催は・・・ １2月 19日（水） 

☆☆☆  講習会のご案内（無料）  ☆☆☆ 

「パソコン教室」（有料）のご案内 

スマホ・タブレットの使い方、教えます！！ 

※皆さんお持ちの 

スマホ・タブレットを 

お持ちください。 

◇◇◇ 地区懇談会が始まります ◇◇◇ 
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・開催日時：平成３０年１１月２８日（水）午前１０時～午後４時 

・場  所：【講義】ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 

      【実技】豊川支所前空き地（当日説明します） 

・講習内容：刈払機の取扱い・整備・点検について 

・講  師：株式会社マキタ 技術指導員、箕面市シルバー人材センター会員 

・定  員：１５名 ※申し込み多数の場合は抽選 

・申 込 み：平成３０年１１月２２日（木）までにセンター事務局までに 

お申し込みください。 

・持 ち 物：筆記用具、弁当、水筒、タオル、帽子 

・そ の 他：当日は、動きやすい服装でお越しください。 

《スマートフォンセミナー》～ はじめてのスマートフォンセミナー ～ 

・開催日時：平成３０年１１月２９日（木）午後０時３０分～午後２時３０分(入門編) 

平成３０年１２月１８日（火）午後１時   ～午後３時   (応用編) 

・場  所：ふれあい就労支援センター２階「多目的会議室」 

・講習内容：（入門編）基本操作の練習、電話をかける・受ける、フリック入力の練習 

           メールを送る、カメラ撮影、インターネット検索、Google 

アシスタント、毎月の料金について 

      （応用編）LINE を使う、アプリをインストールする、電車の乗換案内、 

アプリのアンインストール、Google マップを使う、はなして 

翻訳 

・講  師：NTT ドコモ指導員     ・定  員：２４名 ※申し込み多数は抽選 

・申 込 み：平成３０年１１月２１日（水）までに事務局までお申込みください。 

・そ の 他：①申込者数１０名以下の場合は開催中止となります。 

     ②このセミナーでは、ドコモより貸出スマートフォン(シャープ製 AQUOSsense） 

を使用しますので、ご自身のスマートフォンでは受講できません。 

※お持ちのスマートフォンについてのご質問は終了後、個別に伺います。 

      ③「応用編」のみの受講はできません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

今 月 の 就 業 相 談 日 

就業についての希望・悩みごと及び職種転換などの相談に応じます。 

特に未就業の方で、就業を希望される方は、是非就業相談にお越しください。 

【本部事務所】 日 時 平成３０年１１月２１日（水） 午後１時～午後３時 

        場 所 ふれあい就労支援センター２階「相談室」 

【東部事務所】 日 時 平成３０年１１月２７日（火）午後１時３０分～午後３時 
        場 所 小野原多世代地域交流センター内「会議室」 

【担   当】 桑 井 宏 泰 理事 

《刈払機取扱講習会》 
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