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■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

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①９月２日～ 11日②13日～ 19日
③21日～ 30日・午前９時～午後５時

（最終日は午後３時まで）　娃①兵庫
県立芦屋特別支援学校高等部３年生
作品展②山下ますみ・武田正道「可愛
い鳥」写真展③９回目藤田功＆佐紀
子作品展生涯青春生涯感動　唖＆葵
あしや喜楽苑（☎34-9287）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜９月２日・16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）

■高齢者に優しいヨーガ体験
亜９月４日（月）午前10時～ 11時30
分　唖市民センター　姶バスタオ
ル・飲み物　葵 信田（☎38-3865）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜９月６日・13日・20日・27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）

■バドミントン体験　
亜９月６日・13日（水）午前９時～
正午　唖体育館・青少年センター
阿初心者　挨１回500円　姶体育館
シューズ・ラケット（貸し出し可）
葵松岡（☎090-2016-5522/☎38-8912）

■行政書士による交通事故被害者
　　　　　　　　　向け無料相談会
亜９月９日（土）午後１時30分～４時

〈要予約〉　唖市民センター　娃交通
事故後の手続き等　葵芦屋リーガル
ヘルスサポート・赤司（☎75-5331）

■富田砕花を知る会　
亜９月10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）　
　
■市民トレッキング（初級）
亜９月10日（日）午前８時～午後３
時　娃阪急芦屋川駅→阪急岡本駅
→山の神→打越山→荒地山→ 芦屋
ゲート→芦屋市青少年野外活動セン
ター跡地→前山公園（解散）　挨400
円（交通費別）　姶昼食・水筒・雨具
葵芦屋登山会・平井（☎32-6415）

■おやこでチャレンジ
　　　　　～ガールスカウト体験～
亜９月10日（日）午前10時～ 11時30
分　唖芦屋スカウト会館 　娃ゲー
ム・クラフトなど　阿４歳以上の少
女と保護者　姶お茶・ハンカチ　葵
芦屋ガールスカウト協議会・井上（☎
32-1802）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜９月11日（月）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃お
しゃべり会　阿認知症の人を介護し
ている家族など　葵あじさいの会

（☎32-7525・社会福祉協議会内）

■母と子のいこいの部屋
亜９月12日・26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）

■チラシでキラキラブローチ作り体験教室
亜９月14日（木）午後１時30分～３
時30分　唖浜風集会所　逢＆葵愛
しや・高瀬（☎23-7300）

■みんなで歌いましょうin美博
亜９月15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）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜９月17日（日）午後１時15分～４
時〈要予約〉　唖市民センター　娃税
理士・行政書士による無料相談　逢
＆葵遺言相続専門家相談所ひょう
ご・やなぎ（☎75-9200/穐34-5352）

■2017〈ASHIYA×PARIS〉 colle/合同展
「芦屋・巴里写真家達の真四角vs長四角」
亜９月18日～ 24日・午前11時～午後
６時　唖ギャラリー colle　葵中島

（☎070-5261-2350）

■折り紙教室
亜９月20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）

■税理士による「税金相談会」
亜９月20日（水）午前10時～正午・午
後１時～４時　娃所得（譲渡）・相続・
贈与・法人・消費税等の相談※１人30
分　挨一般1,000円・会員無料　逢電
話かファクスで下記へ〈要予約〉　葵
芦屋納税協会（☎31-5318/穐22-3079）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜９月21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）

■初心者対象弓道教室
亜９月27日～ 11月29日（毎週水曜）
午後１時～３時〈全10回〉　唖体育
館・青少年センター　姶白足袋（弓
具無料貸与）　葵松山（☎0798-46-
7564・午後７時以降）

■お笑い英会話
亜９月30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）

■メンタルヘルスセミナー
亜９月30日（土）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃障害
年金　哀日本福祉大学教授・青木聖
久氏　逢＆葵芦屋メンタルサポート
センター・中尾（☎38-2562）

■あしや聖徳園パワーチャージプログラム
亜９月30日（土）午後２時～４時　
唖市民センター　娃健康づくりセミ
ナー「認知症予防」　阿100人　哀
ひょうごこころの医療センター ・小
田陽彦医師　逢＆葵あしや聖徳園・
船寺、税所（☎32-7552/穐32-5510）

■パソコン講座　10月
亜＆娃①パソコン復習 ②エクセル入門 
/16日・23日・30日（月）③デジカメ入門 
/11日・18日・25日（水）④個人教室 /６日・
13日・20日・27日（金）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〉（教材費別）・
各先着10人/④２時間・各2,500円（パソ
コン持参可）・各先着５人　逢９月１日

（金）から右記へ　唖＆葵シルバー人材
センター（☎32-1414）

■第28回中途失聴・難聴者
　　　　　　　兵庫の集いin芦屋
亜10月９日（月）午前10時30分～午後４
時　唖市民センター　娃映画・講演
挨1,500円（市内の人・前売り1,000円）
逢９月24日（日）までに下記へ　葵
兵庫県難聴者福祉協会（穐078-766-
7336/悪tudoi20171009@yahoo.co.jp）
　
■ナイター練習会
亜①10月21日②11月18日③12月16
日④平成30年１月20日⑤２月17日 
⑥３月17日（土）・各午後７時～９時

〈雨天中止〉　阿初級～中級レベル・
20歳以上・各10人　挨1,000円　逢
９月１日（金）から申込み用紙に記入
しファクスまたは下記へ（各回定員
になり次第締め切り）　唖＆葵芦屋
公園テニスコート（☎34-8886/穐34-
8884/〒659-0053 松浜町4-4）

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

翠ケ丘集会所
☎22-2475
(午前中・水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜９月７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)

【麻雀大会】　亜10月７日（土）午前９時30分～午後３時30分
阿先着40人　挨1,200円（昼食、賞品代込み）　逢９月１日～
30日までに参加費を添えて左記窓口へ

潮見集会所
☎32-4359
(午前中・月曜日休館)

【第11回　ほっとすぺーす祭】　
亜①９月30日(土)②10月１日（日）　娃①②絵画、書道の作品展
②各教室の演技/午前10時～午後３時　葵左記へ

◆障がい児機能訓練事業（水浴訓練）
葵障害福祉課（☎38-2043/穐38-2178/
〒659-8501 住所不要）　唖保健福祉セ
ンター 　挨１回400円（市民税非課税世
帯は無料）

【ラッコ教室（集団）】
亜＆娃10月～平成30年３月 〈隔週土曜日 〉

《Ａ組》10月7日～ /午前11時30分～午後
１時/就学前/水慣れ目的《Ｂ組》 10月７日
～ /午前９時30分～ 11時/小学校低学年
/水中運動が苦手で軽い運動目的《Ｃ組》
10月14日～ /午前10時～ 11時30分/ 小学
校高学年以上/水中運動が苦手で軽い運
動目的※保護者と一緒に入水が必要　阿
身体障害者手帳または療育手帳を所持し
ている児童・各組10人　逢９月11日（月）
までに、申込書かはがきに、児童氏名、生
年月日、保護者氏名、住所、電話番号、希望
の組、過去の水浴訓練事業（集団訓練）の
利用の有無、開放事業登録の有無（有の場
合は登録番号）を記入し、上記へ

【ペンギン教室（個別）】
亜10月～平成30年3月〈隔週火曜日〉①
10月10日～②10月17日～〈隔週水曜
日〉③10月11日～④10月18日～〈隔週
金曜日〉⑤10月13日～ /各午後３時30
分～・４時～・４時30分～　娃＆阿身
体障害者手帳または療育手帳を所持し
ている児童（1 ～ 18歳 ）に応じた、個別
の水慣れ、水中運動等の訓練・15人※
保護者の同伴必要　逢９月11日（月）
までに申込書かはがきで、児童氏名、生
年月日、保護者氏名、住所、電話番号、希
望の曜日・開始日と時間（第３希望ま
で）、過去の水浴訓練事業（個別訓練）利
用の有無、開放事業登録の有無（有の場
合は登録番号）を記入し、上記へ　

◆海技大学校公開講座
亜①11月４日②11日③18日④25日（土）・
午後１時30分～３時　娃『イギリス文化
事典』「船舶」項目執筆始末ほか　阿先
着60人　哀海技大学校航海科教授・田
中賢司氏ほか　挨1,000円　逢10月23日

（月）〈必着〉までに、はがき・電話・ファク
ス・メールで、郵便番号・住所・氏名・電話
番号・年齢・性別を記入し、下記「公開講
座」係へ　唖＆葵海技大学校管理部庶務
課（☎38-6202/穐32-7904/悪info-kaidai@
jmets.ac.jp/〒659-0026 西蔵町12-24）

６月30日までの受け入れ分（敬称略）
【子育て推進課取り扱い分】
（児童福祉への寄附）
●106,404円、ダイナオックス株式会社
【教育委員会取り扱い分】
（青少年教育の充実のために）
●650,000円、芦屋クオリティライオン
　ズクラブ
【道路課取り扱い分】
（道路管理のために）
●180,000円、Ｇ・クラインハウス

◆若者相談センター「アサガオ」親の会
亜９月３日（日）午前10時～11時30分
娃親同士のささえあい　唖＆逢＆葵ア
サガオ（☎22-5115・火～土曜日午前10
時～午後４時）

◆人権相談
亜９月12日・26日（火）午後１時～４時（随
時予約受け付け）※１人１時間　唖人権
推進課相談室　葵人権推進課（☎38-2055）

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜９月11日（月）午後１時～４時　娃
労働・年金・社会保険・労働保険等相談

〈秘密厳守〉　唖＆逢＆葵地域経済振興
課（☎38-2033）

◆第38回自由研究・教育活動展
亜９月15日～ 18日・午前９時～午後５
時 　唖市民センター　娃小、中学生の
自由研究作品展示・幼稚園の教育活動
紹介　葵学校教育課（☎38-2087）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜①９月19日(火）②25日(月）午前10時
～正午※①②のいずれかでお申し込み
ください　阿子育て中の親（祖父母も含
む）と子ども（０歳６カ月～未就学児）一
時保育：各先着４人（１人300円）※子ど
も同伴での入室は不可　逢９月１日(金)
から、窓口・電話（日曜日・祝日を除く）、
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 ）

◆第32回「新兵庫史を歩く」参加者募集
亜10月28日（土）午前９時30分～午後４
時（予定）※雨天時は10月29日（日）　哀
園田学園女子大学名誉教授・田辺眞人氏
逢９月29日（金）必着で、往復はがきに【往
信裏面】参加者全員の氏名（１枚で２人
まで）と年齢・郵便番号・住所・電話番号

【返信表面】郵便番号・住所・氏名を記入
し、〒650-8515　ＮＨＫ神戸放送局「新兵
庫史を歩く」係へ※応募は、１人１通・多
数の場合抽選※ＮＨＫでは応募情報を
受信料のお願いに使用することがあり
ます。 葵ＮＨＫ神戸放送局（ ☎078-252-
5000・平日午前９時30分～午後６時）

◆演芸ボランティアフェア出演団体・
　　　　　　　　　　　　　個人募集
娃演奏、舞踊、伝統芸能、演劇等（マジッ
ク、大道芸、バルーンアート等含む）出
演時間：20分程度　阿市内で活動する
ボランティア・10団体（個人）　挨1,000
円（ＤＶＤ作成費用）　逢９月１日～
30日までに右記へ　葵リードあしや

（☎26-6452/悪aia@ashiyanpo.jp）

◆普通救命講習
亜９月24日（日）午前９時30分～午後０
時30分　唖消防庁舎　娃心肺蘇生法・
ＡＥＤの取り扱い・応急処置等　阿市
内在住、在勤、在学（中学生以上）・20人
※受講者には「修了証」を交付※団体で
の申し込みは随時受付　哀救急隊員・
応急手当普及員（消防団員）　葵消防本
部救急課（☎32-2345）

■内容　９月上旬～ 10月中旬に調
査の対象となった世帯には、統計調
査員が伺いますので、ご協力をお願
いします　■対象　総務大臣が指
定した調査区に居住する15歳以上
の人※調査結果は統計上の目的以
外に利用することはありません

問い合わせ
文書法制課　☎38-2010　

平成29年就業構造基本調査へ
のご協力をお願いします


