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合抽選・市民優先）　葵公民館（☎35-
0700/穐31-4998/〒659-0068 業平町
8-24）

◆パパ（ママもOK ！）とキッズの夏休
み企画！つくろう！ちいさなお庭！
亜８月10日（木）午後１時30分～３時
娃プリザーブドフラワーや、木の実
などを使って、ちっちゃな箱庭作り
阿小学生とその保護者・10組　哀フラ
ワー工房クレシエンテ・畠田裕子氏
挨1,000円　姶はさみ　逢７月13日

（木）までに、参加者全員の氏名・住所・
年齢（学年）・電話番号を、電話・ファク
ス・メール・下記窓口へ ※応募者多数
の場合は抽選。７月21日（金）までに当
選者へ電話で通知　唖＆葵男女共同
参画センター（☎38-2023/穐38-2175/悪
josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆家庭教育セミナー＆芦Ｐ人権学習委員会
亜７月13日（木）午前10時～ 11時30分
唖市民センター　娃子供の学習を妨げ
る生活環境を改善するために～ SSWの
視点での対応～　哀芦屋市スクールソー
シャルワーカー（SSW）・三木一子氏
挨400円（市立学校園ＰＴＡ会員は無
料）　逢７月５日（水）までにＰＴＡ会
員は、所属ＰＴＡへ。一般のかたは直
接会場へ　葵公民館（☎35-0700/穐31-
4998）

◆阪神くすの木学級三田教室
亜７月26日（水）・11月11日（土）　唖
三田市総合福祉保健センターほか　娃
健康体操・兵庫県立有馬富士公園の散
策ほか　阿16歳以上の聴覚・言語に障
がいのあるかた・10人　挨交通費　逢
７月８日（土）までに右記へ　葵公民館
（☎35-0700）

◆再就労のためのパソコン講座 ～再
就労・起業・地域活動等の活躍支援～
亜７月27日（木）・28日（金）・29日（土）・
31日（月）午前９時30分～午後４時45
分　娃Word/Excel2010の基礎から上
級・連携・いろいろな関数など　阿①全
日出席が可能②Word/Excelの使用経
験者・15人　挨5,000円（教材費2,160円
別途必要）　逢７月３日～ 20日〈必着〉
までに、住所・氏名・年齢・電話（ファク
ス）番号を、はがき・ファクス・Ｅメール
で下記へ（日曜・祝日除く）※申し込み
多数の場合は抽選　唖＆葵男女共同
参画センター（☎38-2023/穐38-2175/悪
josei-ce@city.ashiya.lg.jp/〒659-0065 
公光町5-8）

◆「部落差別解消推進法」夏期研修会　
亜８月７日（月）午後２時30分～４時30
分　唖上宮川文化センター　哀天理大
学人権問題研究室研究員・冨田稔さん
逢当日、直接会場へ　葵芦屋市人権教育
推進協議会（☎38-2091・生涯学習課内）

５月31日までの受け入れ分（敬称略）
【社会福祉課取り扱い分】
〈社会福祉のために〉
●50,000円、芦屋ジャズフェスティバ
ル実行委員会

　　

◆あしや市民活動センター登録団体の         
申請受付

亜７月15日～31日　阿地域の課題解決
に向けた取り組みを行っている団体  
逢＆葵あしや市民活動センター（☎26-
6452）

◆留守家庭児童会（学童保育）
　　　　　　　待機児童等の受け入れ
亜７月20日～８月31日　唖精道幼稚園
阿小学校４年生まで・若干名　逢７月
10日（１次締切）までに右記へ　葵青少
年育成課（☎22-0358）

◆芦屋市・西宮市・宝塚市３市合同臨時
保育士登録・相談会

亜７月19日（水）午前10時30分～正午
（受付：11時30分まで）　唖市役所東館
娃各市内保育所等への人材登録と相談
阿保育士資格をお持ちのかた　哀芦屋
市・西宮市・宝塚市の市立保育所職員　
姶履歴書（写真貼付）・資格証明（保育士
証）のコピー　葵地域経済振興課（☎
38-2033）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜①７月18日（火）②24日（月）・午前
10時～正午　阿子育て中の親（祖父母
含む）と子ども（２歳以上未就学児）※
２歳未満の子どもの同伴はご遠慮くだ
さい。※一時保育（各回・先着４人・１人
300円）　逢７月１日（土）から、窓口・
電話（日曜・祝日除く）Ｅメールで下記
へ　唖＆葵男女共同参画センター（☎
38-2023/悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆福祉センター七夕イベント
亜７月３日～７日※７日（金）は「うち
わ」先着50本を用意　唖＆葵福祉セン
ター（☎31-0612）

◆おりがみ教室
亜７月26日（水）午前10時15分～ 11時
30分　阿４才～小学校低学年・先着40
人（保護者同伴可）　哀段谷氏・中野氏
姶折り紙・はさみ・のり　逢７月５日
（水）午後１時30分より電話か直接下記
へ　唖＆葵図書館（☎31-2301）

◆夏休み！わくわくスペシャル～チャ
レンジ！チャレンジ！チャレンジ！～
亜８月１日～５日・午前10時～午後４
時　娃プロが教える感想文の書き方・
工作・英語遊びなど　阿小学生・中学生
挨プログラムにより要参加費　唖＆
逢＆葵あしや市民活動センター（☎26-
6452/穐26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp）

◆親子ひろば
　「どんぐりでトトロの飾りを作ろう」
亜８月２日（水）午前10時～ 11時30
分　唖市民センター　娃トトロの飾
り作り・紙芝居等　阿２歳～６歳児の
親子・30組　哀ラッキーの会　逢はが
きかファクスで、事業名・住所・氏名・
参加人数・電話番号を記入し、７月15
日（土）必着で公民館へ（応募多数の場

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①７月１日～ 14日②16日～ 31日/
午前９時～午後５時（最終日は午後
３時まで）　娃①ＹＵＲＩＥ ＩＮＵＫＩ
作品展②Ｙｕｃａ Ｍｏｒｉｔａ オリジ
ナルジュエリー展示会　逢＆葵あし
や喜楽苑（☎34-9287）
　
■押し花作品展と体験教室
亜①７月１日～ 30日・午前９時～午
後５時②７月５日（水）午前10時～・
午後１時～　娃①「ふしぎな花倶楽
部」押し花の作品展示②小物づくり
挨②100円～ 600円（材料費）　唖&逢&
葵エルホーム芦屋・三島（☎35-8341）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜７月１日・15日（土）午後１時30分
～４時30分　唖図書館　葵ヨッシー
くらぶ・守上（☎23-6854）

■「原爆と人間」写真パネル展
亜７月３日～ 10日・午前９時～午後
５時（初日：11時～・最終日４時まで）
唖市役所北館　娃被爆写真や核廃絶
をめぐる資料・パネル展示　葵芦屋
被爆者の会・千葉（☎31-6144）/芦屋
原水協・平野（☎22-0248）　

■丹波の朝採り有機野菜市
亜７月５日・12日・19日・26日（水）午
前10時～午後１時　唖＆葵ワーク
ホームつつじ・山本（☎22-7044）

■ピラティスお試し会
亜７月５日・12日（水）午後１時30分
～３時　唖市民センター　挨800円
逢&葵NPO法人シニア生活設計サ
ポート結・山口（☎31-8389）

■ストレッチ＆リズム運動体験会
亜７月６日・13日（木）午後１時30分
～２時45分　唖青少年センター　葵 
チームフラッシュ・ 長谷川（☎23-5336）

■砕花を知る会
亜７月９日（日）午後１時30分～　唖
富田砕花旧居　娃歌風土記　挨500
円　葵富田砕花顕彰会・平野（☎080-
6155-1316）

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜７月９日・８月13日（日）・午後１時
30分～３時　唖木口記念会館　哀外
島敬子氏・富岡美晴氏　挨会員200
円・一般500円（１回）　逢氏名・性別・
年齢・住所・電話番号を記入の上、ファ
クスで右記へ　葵芦屋市手をつなぐ
育成会・朝倉（穐31-0670）

■市民トレッキング（中級）　
亜７月９日（日）午前８時30分～午後
３時 （８時20分集合）　娃JR芦屋駅
→鶴橋駅→近鉄奈良線額田駅→枚岡
公園→生駒山→暗峠→大原山→鳴川
峠→千光寺→元山上口駅→芦屋駅　
挨400円（要交通費）　姶昼食・水筒・雨
具　葵芦屋登山会・平井（☎32-6415）

■母と子のいこいの部屋
亜７月11日・25日（火）午前10時～ 11時
30分　唖図書館　娃親と子の友達づ
くり　阿０歳～未就園児と保護者　
葵バルーン・津田（☎32-2610）

■子育てセミナー
亜７月14日（金）午前10時～ 11時30分
唖保健福祉センター　娃私の子供で
ありがとう！　挨200円（テキスト・ス
イーツ代）　姶筆記用具　逢＆葵家庭
倫理の会芦屋市・新地（☎080-4236-1804）

■第62回ライブラリーコンサート
亜７月15日（土）午後６時45分～（６
時30分開場）　唖図書館　娃ヴァイ

オリンとピアノの煌めきのデュオ/
貴志康一「竹取物語」、サラサーテ「カ
ルメン幻想曲」ほか　哀山中裕平（バ
イオリン）・金澤佳代子（ピアノ）
葵図書館友の会（☎23-1746）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜７月16日（日）午後１時30分～４時
唖市民センター　娃行政書士・税理
士による相談　逢＆葵遺言相続専
門家相談所ひょうご・やなぎ（☎75-
9200/穐34-5352）

■折り紙教室
亜７月19日（水）午前10時～正午　唖
図書館　阿成人　姶折り紙・はさみ・
のり　葵段谷（☎34-2546）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜７月20日（木）午後１時30分～３時30
分　唖木口記念会館　娃月例会　逢
＆葵芦屋家族会（☎090-1241-0448）

■みんなで歌いましょうin美博　
亜７月21日（金）午後１時30分～３時
唖美術博物館　娃みんなで楽しく歌う
挨500円　姶愛唱名歌集　葵Ｉ ＬＯＶＥ 
ＡＳＨＩＹＡ・加藤 （☎090-4296-1790）

■夏休み子ども陶芸教室　
亜①７月22日（土）②23日（日）午前 10時
～正午・午後１時～３時　唖エンバ中
国近代美術館　阿３歳～中学生・各30
人（保護者参加可）〈全４クラス〉　哀
森本靖之氏（立杭焼）　挨2,000円　姶
汚れても良い服装　逢＆葵エンバ中
国近代美術館（☎38-0021/穐32-2797/
悪emba-museum@coda.ocn.ne.jp）

■芦屋市民将棋大会
亜７月23日（日）午前９時30分～午後
５時　唖大原集会所　娃クラス別対
局（A ～ C）指導あり　阿市内在住・
在勤・在学者、将棋協会員　挨大人
（高校生）1,000円/小・中学生500円　
葵芦屋将棋協会・藤原（☎31-9130）

■エルホーム芦屋　認知症セミナー
亜７月28日（金）午前10時～正午　娃
「笑顔がいちばん！認知症の人に優
しい町のつくり方」・講話と笑いヨ
ガ体験　唖＆逢＆葵エルホーム芦
屋・三島（☎35-8341）

■お笑い英会話
亜７月29日（土）午後１時30分～３時
唖木口記念会館　葵芦屋市身体障害
者福祉協会・たつしろ（☎35-5315）

■2017年前期館蔵名品展 
亜７月30日（日）までの金・土・日・祝
日・午前10時～午後４時（入館は３時
30分まで）　娃中国近現代の陶磁器・
絵画・刺しゅう等約70点　挨一般800
円/シニア500円/大高生400円（団体
割引等あり）　唖＆葵エンバ中国近
代美術館（☎38-0021）　　　　　　
　　　　
■パソコン講座８月
亜＆娃①デジカメ入門 ②ワード入門 
/７日・21日・28日（月）③メール/４日・
18日・25日（金）④個人教室 /９日・23日・
30日（水）/①③④午前10時～正午②
午後１時30分～３時30分　阿＆挨①
～③3,000円〈全３回〉・10人/④２時間
各2,500円（パソコン持参可）・５人　
逢７月３日（月）から下記へ　唖＆葵
シルバー人材センター（☎32-1414）

■芦屋市民ゴルフ大会
亜８月23日（水）午前７時45分～９時
44分　唖芦屋カンツリー倶楽部　阿
20歳以上・144人　挨15,000円【競技方
法】１ラウンドダブルぺリア方式　逢
７月18日（火）までに、参加申込書（下
記設置）を下記へ※応募者多数の場合
抽選　葵芦屋市民ゴルフ大会運営事
務局係（☎・穐38-3989・火～金曜午後
１時～７時/〒659-0072 川西町15-3）

■凡例…亜日時（日程） 　唖会場・場所　娃内容　阿対象・定員　哀講師　愛出演　挨費用（記載のない催しは無料）　姶持ち物　逢申し込み　葵問い合わせ

市民のひろば市民のひろば

地区集会所（県民交流広場継続事業）  　問い合わせ　市民参画課　☎38-2007

翠ヶ丘集会所  
☎22-2475
(午前中・水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜７月６日（木）午前10時～
正午　哀上田氏・山崎氏・井貫氏　挨材料費１個につき50円
姶かぎ針６号か７号・アクリル毛糸（あれば）　逢直接会場へ

前田集会所  
☎23-3899
(午前中・水曜日休館)

【ホッと♡カフェ（お茶を飲みながらおしゃべりを楽しんで
下さい）】　亜７月14日・28日（金）午後１時～４時　挨100円
（コーヒー付）　逢直接会場へ　※気軽に参加して下さい。


