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く ら し の 情 報 ガ イ ド
６歳～小学６年生と保護者※小学生の
みの場合小学４年生以上・40人④４歳～
６歳20組・小学生20組　姶運動のできる
服装　逢電話か下記窓口へ　唖＆葵ミ
ズノスポーツプラザ潮芦屋（☎25-1195）

◆子育てセンター「わくわく冒険ひろば」
亜10月28日（土）午前10時～午後１時

（ 受 付 ９ 時45分 ～）〈 雨 天 決 行 〉　唖
総合公園　娃消防自動車見学・消火体
験・カートンドッグ作り・シャボン玉
遊びなど　阿３歳～小学生の子ども
と保護者・先着30組　挨カートンドッ
グ代（１本100円）　姶牛乳パック（人
数分）・軍手・飲み物など　逢10月２日

（月）午前９時～電話で下記へ　葵子
育てセンター（☎31-8006）

◆2017あしやウオーク＆バスツアー
亜10月29日（日）午前８時15分～午後
６時ごろ　唖＆娃滋賀県近江八幡方
面、安土城跡・信長の館・八幡掘り散策
な ど　阿120人 ※ 小 学 生 以 下10人 程
度　挨一般5,000円・小学生以下3,000
円　姶お弁当・お茶など　逢はがきか
ファクスに、氏名・住所・連絡先を記入
の上、10月10日（火）午後５時までに
下記へ。※キャンセル料が発生します。
葵芦屋市レクリエーションスポーツ協
会（ ☎22-7910/穐22-1633/〒659-0072 
川西町15-3・スポーツ推進課内）

◆市民テニス無料開放デー（硬式）
亜11月５日（日）〈雨天中止〉①午前９
時～午後１時②午後１時～５時　阿市
内在住・在勤・在学の人・各60人（定員に
なり次第締め切り）※小学生は保護者
同伴　逢所定の申込用紙に必要事項を
記入し、10月１日～ 23日に下記へ※申
込用紙は下記窓口またはホームページ

（茜http://www.ashiya-koentennis.com）
からもダウンロードできます　唖＆葵
芦屋公園テニスコート（☎34-8886/ 穐
34-8884）

◆家庭教育セミナー＆
　　　　　　　芦Ｐ協人権学習委員会
亜11月６日（月）午前10時～ 11時30分
唖市民センター　娃子どもが自分から
勉強を始める『遊びの解放』　哀メンタ
ルコーチ・佐伯和也氏　挨400円（市立
学校園ＰＴＡ会員は無料）　逢10月12
日（木）までに、市立学校園ＰＴＡ会員
は所属ＰＴＡへ。一般の人は、はがきか
ファクスに住所・氏名・電話番号を記入
の上、右記へ　葵公民館（☎35-0700/穐
31-4998/〒659-0068 業平町8-24）

◆阪神丹波ふるさと交流事業
亜11月11日～ 12日　唖丹波少年自然
の家　娃うどん打ち体験＆焼きいも 
阿家族、グループ ・15組60人　挨宿泊
料1,950円～（材料代・保険料別）　逢
10月11日（水）午前９時～電話で下記へ
葵丹波少年自然の家（☎0795-87-1633）

◆NPO・ボランティアの伝わる表現講座
亜＆娃①11月11日（土）午後２時～４
時/伝わるチラシの作り方②11月25日

（土）午後２時～４時30分/伝わる文章
の書き方　阿各回15人　哀①市民事
務局かわにし・入江陽子氏②神戸新聞
社報道部・畑野士朗氏　挨各回500円
逢ファクスかメールで氏名・所属・電話
番号・メールアドレス・参加希望日・知
りたい事を明記の上、下記へ　唖＆葵
あしや市民活動センター（☎26-6452/
穐26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp）

◆児童手当・特例給付受給者へ
娃６月～９月分の手当を10月13日(金)
に指定の口座に振り込みます。※現況
届が未提出の場合は、支給できません
ので、至急下記へ提出ください。　葵
子育て推進課こども係（☎38-2117）

◆改正法人税法・
　　　　　消費税軽減税率制度説明会
亜＆娃＆阿10月20日（金）①午後１時30
分～２時30分/消費税軽減税率制度（個
人事業者および法人）②午後２時30分～
４時30分/改正法人税法（法人）　唖うは
らホール（神戸市東灘区民センター）※
駐車場なし　葵芦屋税務署（☎31-2131）

◆人権相談
亜10月10日・24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10月16日（月）午後１時～４時　娃
労働・年金・社会保険・労働保険等〈秘密
厳守〉　唖＆逢＆葵地域経済振興課（☎
38-2033）

◆「たゆまぬ平和への歩み」展
亜10月２日～ 20日・平日執務時間内
唖市役所北館１階展示スペース　娃
平和に関する絵本の展示など※10月
２日（月）・３日（火）・11日（水）・12日

（木）・16日（月）/午前11時～午後２時
に、絵本講師による個別の解説あり　
葵人権推進課（☎38-2055）

◆秋の親子で楽しむおはなしの会・
　　　　　　　　　　　　えほんの会
亜10月14日・21日（土）①午後２時～
２時30分②午後２時30分～３時　阿
おはなしの会（小学生以上の人と保護
者）えほんの会（３歳以上の人と保護
者）・各40人※大人のみ・子どものみ参
加可・途中入場不可　唖＆葵図書館(☎
31-2301）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜10月16日（ 月 ）・17日(火 ）午 前10時
～正午※一時保育：各回４人（１人300
円・応募多数の場合抽選）　阿子育て
中の親と子ども（０歳６カ月以上未就
学児）※子ども同伴不可　逢10月２日
～７日に、窓口・電話（日・祝除く）、Ｅ
メールで右記へ　唖＆葵男女共同参画
セ ン タ ー (☎38-2023/悪josei-ce@city.
ashiya.lg.jp）

◆岩園コミスク秋まつり
亜10月22日（日）午前11時～午後３時
ごろ〈雨天決行〉　唖岩園小学校　娃子
どもみこし・模擬店・ステージ・スポー
ツコーナー・ゲームコーナー・バザー　
姶上履き　葵生涯学習課（☎38-2091）

◆ミズノスポーツプラザ潮芦屋
　　　　　　　　　　市民対象枠事業
亜＆娃①10月26日（木）午前10時～ 11
時・ヨガ教室②10月28日（土）午後１時
～３時・ソフトラクロス教室③11月23
日（木）午前10時～正午・ソフトラクロ
ス教室④12月23日（土）午後１時～３
時・親子サッカー教室　阿①20人②③

■10月は「土地月間」　娃市街化区域2,000㎡以上・都市計画区域5,000㎡以上の土地取引は契約締結から２週間以内の届出が必要です。　葵都市計画課　☎38-2073

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①10月２日～ 15日②17日～ 30日
午前９時～午後５時（最終日は午後
３時まで）　娃①井上智史「見てくだ
さい」～絵画・書・写真・レザークラ
フト～②東初子「Silk Thread Art作品
展」＆宮﨑陽子「油絵作品展」　唖＆
葵あしや喜楽苑（☎34-9287）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜10月４日・11日・18日・25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）

■行政書士による
　　　相談・遺言手続き無料相談会
亜10月７日（土）午後１時30分～４
時　唖市民センター　阿急な相続手
続き発生でお困りの人、遺言作成を
考えている人など　葵芦屋リーガル
ヘルスサポート・赤司（☎75-5331）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜10月７日・21日（土）午後 １時30分
～４時30分　唖図書館　娃図書館
でのんびりしたときを過ごす場　葵
ヨッシーくらぶ・守上（☎23-6854）

■市民トレッキング（初級）
亜10月８日（日）午前９時30分～午
後３時（８時30分集合）　娃阪急芦
屋川駅→高座の滝→ロックガーデン
→風吹岩→雨ケ峠→東おたふく山→
土樋割峠→バス停（一時解散）→（右
岸道）→山芦屋公園（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）

■富田砕花を知る会
亜10月８日（日）午後１時30分～　
唖富田砕花旧居　娃「歌風土記」　

（兵庫県但馬編から）がテーマの講座
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10月８日・11月12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１回
会員200円・一般500円　逢氏名・性
別・年齢・住所・電話番号を記入の上、
ファクスで下記へ※原則保護者（ヘ
ルパー）同伴　葵芦屋市手をつなぐ
育成会・朝倉（穐31-0670）

■子育てセミナー
亜10月13日（金）午前10時～ 11時30
分　唖保健福祉センター　娃大丈
夫！信じる力が子供を伸ばす　挨
200円（テキスト・スイーツ代）　葵
新地（☎080-4236-1804）

■非核平和祈念のつどい
亜10月14日（土）午後２時～４時　
唖上宮川文化センター・ホール　娃
＆哀長崎での被爆体験を語る・深堀
輝行氏／核兵器禁止条約の歴史的
意義と課題～禁止から廃絶へ～・冨
田宏治氏　葵芦屋非核平和のつど
い実行委員会・福田（☎31-6634）

■おやこでガールスカウト体験
亜10月15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・歌など　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）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜10月15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
葵＆逢NPO法人遺言相続専門家相
談所ひょうご・ヤナギ（☎75-9200/穐
34-5352）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜10月16日（月）午後１時30分～３
時30分　唖保健福祉センター　娃
交流会　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10月17日・24日・31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～未就学児と保
護者　葵バルーン・津田（☎32-2610）

■折り紙教室
亜10月18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10月18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※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10月19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10月20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）

■なかよし工房・作品展
亜10月21日（土）・22日（日）午前10
時～午後３時　娃創作活動の作品・
手作り商品の展示即売会　唖＆葵な
かよし工房（☎31-0202）

■あしやYO倶楽部「コ ー ロ・イ グ レ
　 　 コ創立10周年記念コンサート」
亜10月26日（木）午後２時～（開場午
後１時30分）　唖市民センター　娃男
性合唱・参加者との全体合唱など
葵コーロ・イグレコ・今里（☎34-0876）

■家事家計講習会
亜10月27日（金）・28日（土）午前10時
～ 11時30分　唖あしや市民活動セン
ター　挨380円（資料代）※託児有り
逢＆葵西宮友の会芦屋方面・矢野（☎・
穐 35-7124/電話は午後５時以降）

■お笑い英会話
亜10月28日（ 土 ）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　娃楽しく
英会話を学ぶ　葵芦屋市身体障害者
福祉協会・たつしろ（☎35-5315）

■チャリティガレージセール
亜11月３日（金）午前10時30分～午
後３時　唖宮本産婦人科医院※駐車
場無し　娃衣類・日用品・古本等※収
益金は、1.17あしやフェニックス基
金などに寄附します。　葵国際ソロ
プチミスト芦屋・岡本（☎32-7799）

■三田谷フェスティバル
亜11月４日（土）午前10時30分～午
後２時　娃模擬店・バザー・アトラク
ション※駐車場なし　唖＆葵三田谷
治療教育院・竹下（☎22-5025）

■パソコン講座　11月
亜＆娃①エクセル中級 / ６日・13日・
20日・27日(月) ②住所録と年賀状 /
８日・15日・22日(水)③楽しい年賀状
作成 /10日・17日・24日(金)④個人教
室 / ６日・13日・20日・27日(月)　①午
後１時30分～３時30分②～④午前
10時～正午　阿＆挨①3,500円〈全4
回〉②③3,000円〈全３回〉(教材費別)・
各先着10人④１日2,500円（パソコン
持参可）・各先着５人　逢10月２日

（月）から右記へ　唖＆葵シルバー人
材センター（☎32-1414）

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

(水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜10月５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

(水曜日休館)

【秋のスペシャルホッと♡カフェ】　亜10月20日（金）午前10時
～正午　挨300円（コーヒー、ケーキ付）　逢直接会場へ


