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◆一時保育つき大人の読書タイム
亜１月15日(月）16日(火）午前10時～正
午　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：各回・４人（１人300円）※子ども同
伴入室不可　逢１月７日（日）までに、
窓口・電話(日・祝を除く)、Ｅメールで
下記へ※応募多数は抽選　唖＆葵男女
共同参画センター（☎38-2023/悪josei-
ce@city.ashiya.lg.jp）

◆芦屋市学校保健大会 （講演会）                   
亜１月18日（木）午後１時15分～２時45
分    唖市民センター　娃【演題】『少子高
齢化時代の子育てを考える～人工知能に
負けない！心が通うコニュニケーション
術～』　哀臨床心理士・兵庫県スクールカ
ウンセラースーパーバイザー・中村経子
氏※託児あり（６カ月以上）１月12日（金）
までに、子どもの名前、性別、年齢、保護
者の氏名、連絡先電話番号を、下記へ　
葵学校教育課（☎38-2087）

◆家庭教育セミナー＆芦Ｐ協人権学習
　委員会
亜１月25日（木）午前10時～11時30分
唖市民センター　娃テーマ「身体は食
べ物でできている！！実は簡単！節約
になる？！栄養の事」　哀綿谷久充子
氏（薬剤師、栄養コンサルタント）、綿谷
彩氏（国際ウェルネス・アンチエイジン
グコンサルタント）　挨400円　逢１
月８日（月）までに住所・氏名・電話番号
を記入し、下記へ。市立学校園ＰＴＡ会
員は、所属ＰＴＡへ。　葵公民館（☎35-
0700）

◆わんぱくキッズウインターキャンプ
　自然の中で、冬の妖精を探そう！
亜２月17日～ 18日　唖丹波少年自然
の家　阿小学２年生～４年生・30人
挨4,700円　逢１月28日（日）午後５時
までに右記へ　葵丹波少年自然の家

（☎0795-87-1633）

◆外国人のためのにほんご支援者
　養成講座
亜２月17日～３月17日〈毎土曜〉午後
１ 時30分 ～ ４ 時45分（ 初 回 の み 午 後
３時30分まで）　阿日本語ボランティ
アを始めたい初心者・30人　挨3,000
円〈全５回〉　逢名前、電話番号、メー
ルアドレスをこくさいひろば芦屋（悪
kokusaihiroba@ares.eonet.ne.jp）へ
唖＆葵市民活動センター（☎26-6452）

◆公式ワナゲ記録会＆体験講習会
亜２月25日（日）午後１時～２時30分
唖体育館・青少年センター　娃経験者
は、公式ワナゲ市民大会に向けて、単独
投輪方式による記録に挑戦します。初
心者は、日本ワナゲ協会公認指導審判
員が指導します。　逢２月19日（月）
までに住所・氏名・性別・年齢・電話番号
を記入し右記へ　葵スポーツ推進課

（☎22-7910/穐22-1633/〒659-0072 川
西町15-3）

12月31日までの受け入れ分（敬称略）
【子育て推進課取り扱い分】

●けん玉50個、シルバー人材センター

◆ミツバチの飼育届
娃ミツバチを飼育するひと（趣味での
飼育等も含む）は、毎年１月中に飼育
届を県へ提出する必要があります。業
者だけでなく、すべてのミツバチ飼育
者が対象。ただし、下記にあてはまる
人は届出不要です。①花粉交配用に必
要な群数を、数週間から数カ月程度の
み一時的に飼育②学術研究等のため
密閉構造設備で飼育③巣箱や巣洞等
を設置しないで、野生のニホンミツバ
チの自然巣から、蜂蜜等を採取するだ
けで、ニホンミツバチを飼育していな
い　逢＆葵阪神農林振興事務所農政
振 興 課（☎079-562-8848）地 域 経 済 振
興課（☎38-2033）

◆若者相談センター「アサガオ」親の会
亜１月７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＆葵アサガオ（☎22-5115・火～
土・午前10時～午後４時）

◆人権擁護委員による人権相談
亜１月９日・23日（火）午後１時～４時

（随時予約受け付け）※１人１時間　　
唖＆逢＆葵人権推進課（☎38-2055）

◆税理士による「税金相談会」
亜１月12日（金）午前10時～正午、午後
１時～４時（１人30分）　娃所得税（譲
渡）、相続（贈与）税、法人税、消費税等 
挨会員無料、一般1,000円　唖＆逢＆葵
芦屋納税協会（☎31-5318/穐22-3079）

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜１月15日（月）午後１時～４時　娃労
働・年金・社会保険・労働保険等　唖＆逢
＆葵地域経済振興課（☎38-2033）

◆身体障がい者移動相談
亜２月９日（金）午前９時～正午　唖西
宮市役所　阿身体障害者手帳所持の肢
体不自由の人・障害者総合支援法の対
象疾病に該当する人　葵障害福祉課

（☎38-2043/穐38-2178）

◆第44回芦屋市人権教育推進協議会
　研究大会分科会
亜１月11日（木）午後３時30分～５
時 3 0 分 　唖市 民 セ ン タ ー 　娃５ つ
のテーマに分かれて報告と意見交流

【就学前】「しなやかでたくましい幼
児の育成」【小学校】「共に学ぶ仲間
づくり ～外国にルーツを持つ児童
にかかわって～」【中学校】「課題に
向き合い進路を開く生徒たちを支え
て」【社会教育】「こくさいひろば芦
屋設立11年のあゆみと現在の活動」

【ふれあい】「あらゆる子どもたちの
人権を考えて ～ＬＧＢＴ等の子ど
もたちの人権についての学校への提
言～」　逢直接会場へ　葵芦屋市人
権教育推進協議会（☎38-2091・生涯
学習課内）

■遺言書・相続手続・
　　　　　　　相続税登記の相談会
亜１月７日（日）午後１時15分～４時

〈要予約〉　唖市民センター　娃税理
士・司法書士・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）

■市民トレッキング（初級）　
亜１月14日（日）午前８時～午後３
時　娃阪急芦屋川→高座の滝→風
吹岩→雨ケ峠→七曲り→六甲最高
峰（931ｍ）→東お多福山登山口バ
ス停（解散）　挨400円（交通費別）
姶昼食・水筒・雨具・防寒具・軽アイ
ゼン　葵芦屋登山会・平井（☎32-
6415）

■知的障がい児・者のための
　　　　　　　　　　　音楽ひろば
亜１月14日（日）午後１時30分～３時
唖木口記念会館　哀外島敬子、富岡
美晴　挨会員200円・一般500円　逢
氏名・性別・年齢・住所・電話番号を
記入し、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）

■浜風の家１月イベント
亜①１月14日（日）午前10時～午後
４ 時 ② １ 月17日（ 水 ）午 前10時 ～
正午　娃①震災メモリアルファイ
ナルイベント（ミュージカル、コー
ラス、キッズダンス、餅つき、プラ
ネタリウム、ミカリンの歌と踊り
ほか）②震災メモリアル（黙祷、防
災 カ ル タ ）　葵浜 風 の 家（☎35-
5700）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜１月15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）

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①１月15日～ 21日②１月23日～
29日・午前９時～午後５時（最終日
午 後 ３ 時まで）　娃① 今 井 杏 奈 展
～おおきなシカちいさなけはい～
②ホーム塩屋第15回さをり織り作
品展 　唖＆葵あしや喜楽苑（☎34-
9287）　

■母と子のいこいの部屋
亜１月16日・23日・30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）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜１月17日・24日・31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）

■折り紙教室
亜１月17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１月18日（ 木 ）午 後 １時～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）

■がん患者グループ
　　　　　　　　“ゆずりは”サロン
亜１月19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）

■子育てセミナー　
亜１月19日（金）午前10時～ 11時30分
唖保健福祉センター　娃親子のコミュ
ニケーション大丈夫？「子供をダメ！
で縛っていませんか」　挨200円（テキ
スト・スイーツ代）　 逢＆葵家庭倫理の
会芦屋市・新地（☎080-4236-1804）　

■メンタルヘルスセミナー
亜１月20日（土）午後１時30分～３
時30分　唖木口記念会館　娃統合
失調症について　哀大崎メンタルク
リニック・精神科医大崎登志子氏　
葵芦屋メンタルサポートセンター・
中尾（☎38-2562）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜１月20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）

■お一人さまの老後対策相談会
亜１月20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）

■ちゃいるどダンス体験会　
亜１月20日・27日（土）午前9時15分
～ 10時　唖体育館・青少年センター
娃手遊び・体遊び・リズムダンス　
阿３歳～未就学児　逢＆葵近藤（☎
070-1766-8767）

■スマホ講座・操作指導　
亜１月20日（土）①午前10時～正午
②午後１時～３時　唖市民センター
娃①スマホの基本②電話・メール・ラ
イン　挨各1,000円　姶スマホ　逢
＆葵ＮＰＯサポート結・山口（☎31-
8389）

■みんなで歌いましょうin美博
亜１月26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）
　　　　
■お笑い英会話
亜１月27日（土）午後１時30分～３
時　唖木口記念会館　娃身体に障
がいのある人もない人も楽しく英会
話を学びませんか　葵たつしろ（☎
35-5315）

■第17回芦屋市民オペラ「こうもり」
亜２月４日（日）【Ａ組】正午開演【Ｂ
組】午後４時30分開演　唖ルナ・ホール
娃第17回 芦 屋 市 民 オ ペ ラ「 こ う も
り」全３幕・日本語上演　 挨 4,000円

（全席指定）　葵芦屋市民オペラ・松
本（☎090-1072-3260） 

■パソコン講座　２月
亜＆娃① スマホの選び方/ ２月５
日・19日・26日(月)②エクセル入門/ ５
日・19日・26日(月)③ワード中級/ ９
日・16日・23日(金)④個人教室/ ７日・
14日・21日・28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〉（教
材費別）・各先着10人/④２時間・各
2,500円・各先着５人（パソコン、タブ
レット、スマホ持参可）　逢１月５日

（金）から右記へ　唖＆葵シルバー
人材センター（☎32-1414）

■健康山歩き・六甲全山５分割縦走
亜２月６日～３月６日（毎週火曜日）
娃六甲全山縦走路・約56㎞を５回に
分けて歩きます。　挨500円（交通
費別）　逢２月４日（日）までに下記
へ　葵芦屋らくらく会・藤原（☎34-
0255・午後６時以降）

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

前田集会所
☎23-3899

(水曜日休館)

【まちの寺子屋】
亜１月６日（土）午前10時～正午　阿幼稚園児～小学校低学
年　葵河村（☎31-1655）　　

浜風集会所
☎38-0960

(水曜日休館)

【みんなで唄おう　あの歌、この歌！】　
亜１月26日（金）午後１時30分（１時開場）～３時30分　
哀石橋文恵氏・橋田波子氏（ピアノ伴奏）　挨300円（飲み物・
ケーキ付）　逢直接会場へ

潮見集会所
☎32-4359

(月曜日休館)

【どんと焼き】
亜１月14日(日)　午前10時～正午　唖西浜公園、潮見集会所
逢直接会場へ




