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く ら し の 情 報 ガ イ ド
利活動法人このゆびとーまれ理事長・
惣万佳代子氏　逢電話またはファクス
で右記へ　葵芦屋ハートフル福祉公社

（☎38-3122/穐38-3066）

◆秋の大人が楽しむおはなしの会
亜11月29日（ 水 ）午 前10時 ～ 11時30分
阿成人40人（子ども同伴不可）　逢11月
１日（水）午後１時30分から、電話また
は直接下記窓口へ　

【お知らせ】本の殺菌・消臭ができる図書消
毒機を設置しました。※一度に４冊まで消
毒可能。（芦屋市立図書館の資料のみ）
唖＆葵図書館（☎31-2301）

◆ひとり親家庭「年末のつどい」
亜12月３日（日）午前10時～午後３時　唖保
健福祉センター　娃クリスマスクッキング・
親子体操※プレゼントあり　阿ひとり親家
庭の親子（小学生以下）　姶上履き・三角巾・
エプロン　逢11月17日（金）までに電話で
右記へ　葵子育て推進課（☎38-2045）

◆障がい児　年末のつどい
亜12月９日（土）午後２時～４時　唖保健
福祉センター　娃手話歌のステージ・大
道芸・チア　逢11月24日（金）までに電話・
ファクスで右記へ　葵障害福祉課（☎38-
2043/穐38-2178）

◆パワーポイント講座
亜12月２日（土）午前９時30分～午後４
時45分　娃パワーポイントの基礎　阿
マウス操作・文字入力ができ、Word/
Excelの経験者・15人（定員超えた場合は
抽選）　哀島川幸子氏（パソコンインストラ
クター）　挨 1,000円（教材費1,296円別
途要）　逢住所・氏名・年齢・電話（ファク
ス）番号を明記し、 11月１日～ 22日〈必
着〉までに、はがき・ファクス・Ｅメールまた
は窓口へ　 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 ）

◆ＤＶについて知ろう
亜11月29日（水）午前10時～ 11時30分
阿先着30人（女性）※一時保育：先着４人

〈１人300円・６カ月～未就学児〉　哀W・
Sひょうご 相談員　逢11月15日（水）まで
に、氏名・電話番号・一時保育希望者（子
どもの氏名・年齢・月齢）を電話または下
記窓口へ　唖＆葵男女共同参画センター

（☎38-2023）

◆南京玉すだれのボランティア養成講座
亜11月21日～２月６日（第１・３火曜日）午
後１時～２時30分　阿全日程参加可能
な人・先着８人（子ども同伴不可）※玉す
だれはお貸しします　逢氏名・住所・連
絡先（電話・携帯電話かＥメール）を南京
玉 すだ れ「 ひまわり会 」（穐38-0097/悪
ashiyahimawarikai＠gmail.com ）へ　唖＆
葵あしや市民活動センター（☎26-6452）

◆Windows10パソコン教室
亜＆娃11月22日（ 水 ）・24日（ 金 ）・29日

（水）・12月１日（金）〈全４回〉①午前10
時～正午・住所録＆年賀状作り②午後
１時～３時・シニアパソコン教室「超入
門ワード・エクセル」体験※常設のパソ
コン使用　阿①文字入力のできる初心
者・５人②60歳以上の初心者・５人　挨
各2,000円（①別途要テキスト代）　逢11
月16日（木）〈必着〉で、はがきかファクス
に、教室名（①または②）・郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記
入し、下記へ。※応募多数の場合は抽選。
結果は21日（火）までに受講者へ通知。
唖＆葵上宮川文化センター（☎ 22-9229/
穐22-1659/〒659-0061 上宮川町10-５）

◆分庁舎及び消防団精道分団建替工事
　　　   ９月26日（火）に本契約を締結
娃〈契約業者〉株式会社明和工務店〈契
約金額〉828,792,000円（税込）※詳し
くは、市ホームページ・行政情報コー
ナー等でご確認ください。　葵契約検
査課（☎38-2012）

◆若者相談センター「アサガオ」親の会
亜11月５日（日）午前10時～11時30分　
娃不登校児童生徒の親同士の支え合い
唖＆逢＆葵若者相談センターアサガオ

〈体育館・青少年センター内〉（☎22-
5115・火～土・午前10時～午後４時）

◆いじめ防止啓発事業   表彰式＆講演会
亜11月11日（土）午後２時～４時（開場１時
45分）　唖保健福祉センター　娃①「親
子で考えよう！いじめをなくす魔法のこと
ば」表彰式②いじめ防止啓発講演会～親
はいつでも子どもの最大の味方である～

（手話通訳・要約筆記・託児あり〈先着８人・
要予約〉11月８日（水）までに下記へ）　阿
150人　哀長野総合法律事務所弁護士・
峯本耕治氏　逢直接会場へ　葵子育て
推進課政策係 （☎38-2045）

◆子どもといっしょに絵本が読みたい！
亜11月11日（土）午前10時～ 11時30分
娃『絵本の力』よい絵本の選び方など
阿16人（子ども同伴は５組まで）※一時
保育：先着４人〈１人300円・２歳以上
未就学児〉　逢講座名・氏名・住所・電話

（ファクス）番号・子どもの氏名・年齢・月
齢・一時保育の有無を11月２日（木）まで
に、はがき・ファクス・Ｅメール・電話または
下記窓口へ（定員を超えた場合は抽選）
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）

◆ほっこり絵本タイム♡のびのび絵本タイム
亜11月16日（ 木 ）午 前10時 ～ 11時30分
娃親子や祖父母との絵本の読み聞か
せ・手遊び子育てに使えるヒントを紹介。

（２～４歳児向け）　阿親子（０歳～未
就学児と保護者）10組※小学生のご兄
弟姉妹も同伴可。　逢講座名・氏名・住
所・電話（ファクス）番号を11月８日（水）
までに、はがき・ファクス・Ｅメール・電話
または下記窓口へ（定員を超えた場合
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 ）

◆明るい選挙推進大会  講演会
亜11月18日（土）午後２時～３時30分　唖
市民センター　娃現代アラブ社会の政治
意識とポップカルチャー　阿100人　哀
甲南大学文学部教授・中町信孝氏　逢直接
会場へ　葵選挙管理委員会（☎38-2100）

◆福祉公社設立25周年記念講演会
亜11月25日（土）午後２時～３時30分
唖保健福祉センター　娃「地域で育む
役割のある暮らし」～富山型デイサー
ビスに学ぶ地域共生～　哀特定非営

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①11月１日～ 15日②16日～ 23日③
25日～ 30日/午前９時～午後５時（最
終日は３時まで）　娃①展示20年記
念村上押花サロン【１日体験教室】８
日・12日/午前10時～正午・午後１時～
３時〈要予約・要材料費〉②デイサー
ビス「芸術の秋思い出あふれる文化
祭」③山本一栄「今」に蘇る着物たち
唖＆葵あしや喜楽苑（☎34-9287）

■エルホーム芦屋の催し
亜①11月１日～ 30日午前９時～午
後５時②８日（水）午後１時～３時
③30日（木）午前10時～正午　娃①
シルクスクリーン作品展②オレンジ
カフェフォーラム（茶話会とコンサー
ト）③認知症セミナー（講話と笑い
ヨガ 体 験）　唖＆葵エ ル ホ ーム芦
屋・三島（☎35-8341）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜11月１日・８日・15日・22日・29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）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜11月４日・18日（土）午後 １時30分～
４時30分　唖図書館　娃図書館でさ
まざまなものに出会ってもらうため
10代が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）

■西浜公園紅葉コンサート第10回
亜11月11日（土）午後１時30分～２時30
分〈雨天中止〉　唖西浜公園芝生広場
娃潮見中学校吹奏楽部演奏　葵西浜
公園を楽しむ会・梅本（☎23-4515）

■ライブラリーコンサート
　　　　　　ヴィオラ四重奏の夕べ
亜11月11日（土）午後６時30分～　唖
図書館　娃テレマン「４つのヴィオラ
の為の協奏曲ハ長調」他　愛ヴィオラ：
姜隆光・小間久子・上川忠昭・岡本名
那子　葵図書館友の会（☎23-1746）

■パソコン講座　12月
亜＆娃①Windows10入門 /11日・18
日・25日（月）②スマホ写真 /11日・18
日・25日（月）③年賀状/ ６日・13日・
20日（水）④個人教室 /8日・15日・22日

（金）①③④午前10時～正午②午後
１時30分～３時30分　阿＆挨①②
3,000円〈全３回〉（教材費別）・各先
着10人/③④２時間・各2,500円（パ
ソコン・タブレット・スマホ持参可）・
各先着５人　逢11月１日（水）から下
記へ　唖＆葵シルバー人材センター

（☎32-1414）

■ガールスカウトとおやこで
　　　チャレンジ私たちにできる防災
亜11月12日（日）午前10時～ 11時30分
唖芦屋スカウト会館　娃防災訓練な
ど　阿５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・後見トラブルと家族信託
亜11月13日（月）午 後 １ 時30分 ～ ２
時30分　唖あしや市民活動センター
阿15人〈要予約〉　葵一般社団法人
相 続 総 合 相 談 センター（ ☎0120-
640-339）

■母と子のいこいの部屋
亜11月14日・21日・28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）

■折り紙教室
亜11月15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11月16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）

■子育てセミナー　
亜11月17日（金）午前10時～ 11時30分
唖保健福祉センター　娃子どもの能
力を引き出す魔法の言葉　挨200円
逢＆葵新 地（ ☎080-4236-1804）　　
　
■税理士による「税金相談会」
亜11月17日（金）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）

■みんなで歌いましょうin美博
亜11月17日（金）午後１時30分～３時
唖美術博物館　挨500円　姶愛唱名
歌集 　葵I LOVE  ASHIYA・加藤 （☎
090-4296-1790）

■がん患者グループ“ゆずりは”サロン
亜11月17日（金）午後２時～４時
唖芦屋病院管理棟４階レストラン
阿がん患者・家族など　葵ゆずりは
事務局（☎080-1476-5715・平日午前
10時～午後３時）

■メンタルヘルスセミナー
亜11月18日（土）午後１時30分～３時30
分　唖木口記念会館　娃グループ
ホームを語るパート３　哀精神科医・
芦屋メンタルサポートセンター理事長・
寺内嘉一氏/芦屋メンタルサポートセン
ター長・杉江東彦氏　逢＆葵芦屋メン
タルサポートセンター・中尾（☎38-2562）

■お一人さまの老後対策相談会
亜11月18日（土）午後１時30分～４時
唖市民センター　娃行政書士による
遺言書・死後の事務手続き・認知症に
備えた任意後見契約などの無料相談
逢＆葵芦屋リーガルヘルスサポート・
赤司（☎75-5331/穐75-9598）

■いま、憲法が変えられると
　　　　　　　暮らしはどう変わる？
亜11月18日（土）午後２時～４時　唖あ
しや市民活動センター　娃講演会　哀
関西大学法学部・高作正博氏　挨500
円（大学生までは無料）　葵芦屋「九条
の会」・片岡（☎090-7118-2312 ）　
■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜11月19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）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜11月20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）

■芦屋子育てフェスティバル2017
亜11月25日（土）午前９時30分～午後
０時30分　唖ラポルテホール　娃①
母子電子手帳アプリの紹介②芦屋マ
マにお役立ちセミナー（先着40人・要
予約）③福引大会　逢電話で下記へ
葵株式会社芦屋人（☎31-4378）

■障がい理解のための講演会
亜11月25日（土）午後１時30分～４時
30分　 娃講演会「発達障がい者を支
える歯科からの食育」　唖＆葵三田
谷治療教育院（☎22-5025）※公共交
通機関をご利用ください。

■お笑い英会話
亜11月25日（土）午後１時30分～3時
唖木口記念会館　葵たつしろ（☎35-
5315）

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11月２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）

【もちつき大会】　亜11月26日（日）午前10時～午後２時〈雨天中止〉
※子ども用の杵もあり

◆人権相談
亜11月14日・28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　娃人権擁護委員による相
談　逢＆葵人権推進課（☎38-2055）

■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


