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30分間)〈要予約〉 ※１案件１回限り･
係争中の案件不可　娃女性弁護士によ
る、夫からの暴力や離婚問題等

【女性の悩み相談】
亜①10月５日・12日・26日(金)午前10時
～午後４時②２日(火)午前10時～正午
/19日（金）午前11時～午後４時※①②
とも面接相談（１人50分間）〈要予約〉
娃①心の悩み（夫婦・家族その他、人間
関係など心の整理をお手伝い）②家事
調停（離婚・養育費・相続など夫婦・親族
間）※調停中の案件不可

◆和風園の催し
唖＆葵和風園（☎23-0485）

【いきいき健康体操教室】
亜10月５日・19日（金）午前10時30分～
11時30分　娃全身体操・リハビリ運動・
ヨ ガ 体 操　阿65歳 以 上・各15人　挨
100円　姶お茶・タオル・上靴

【高齢者栄養改善教室】
亜10月25日（木）午前10時～11時30分
娃簡単調理、栄養指導　阿65歳以上・
10人　挨300円　姶エプロン・三角巾

◆第46回高齢者スポーツ大会
亜10月20日（土）午前10時～午後２時
30分〈雨天中止〉　唖川西運動場　娃
パン食いゲームや玉入れなど　逢当
日、直接会場へ　葵高齢介護課（☎38-
2044）

◆児童センターからのお知らせ
唖＆葵上宮川文化センター（☎22-9229/
穐22-1659/〒659-0061 上宮川町10-5）

【親子クラブ見学】
亜10月１日～ 30日（月・火・木・金）午前
10時30分～ 11時30分　阿平成27年４
月２日～平成28年４月１日生まれと保
護者・１日２組　逢電話で上記へ

【グッピーひろば】
亜10月１日・15日・22日（月）午後３時～４
時　娃自由遊び・歌・絵本　阿平成29年
４月２日～平成30年４月１日生まれと保
護者・16組　逢当日５分前から上記へ

【子育てフリー相談】
亜10月２日・５日・16日・19日・23日（火・金）
午前10時～ 11時30分　娃児童厚生員
との個人面談※子ども同伴可　葵電話
で上記へ

【あそびひろば】
亜10月３日（水）午後２時30分～４時

（途中退出可）　娃自由遊びと手遊び
阿０歳～２歳と保護者・16組　逢当日
５分前から会場へ

【うさぎひろば】
亜10月４日・18日（木）午後３時～４時/11
日（木）午前10時～ 11時　娃自由遊び・体
操・手遊び　阿平成28年４月２日～ 29年
４月１日生まれと保護者・16組　逢当日
５分前から上記へ

【おはなしひろば】
亜10月10日（水）午後３時～４時　娃自
由遊び・紙芝居　阿幼児と保護者・16組
葵当日５分前から会場へ

【こども卓球ひろば】
亜10月17日（水）①午後３時30分～４時
15分②午後４時15分～５時　阿①小学
１・２年生②小学３年生以上・各25人　
逢当日５分前から上記へ※定員になり
次第締め切り

【こどもバドミントンひろば】
亜10月23日（火）①午後３時30分～４時15
分②午後４時15分～５時　阿①小学１・２
年生②３年生以上・各20人　逢当日各５分
前から上記へ※定員になり次第締め切り

【まゆこさんの親子お話シアター】
亜10月25日（木）午後３時～３時45分
娃エプロンシアター「だーれの おし
り？」ほか　阿幼児と保護者　逢当日
10分前から上記へ

◆社会福祉協議会の催し
【認知症サポーター養成講座】
亜10月11日（木）午前10時～ 11時30分

◆ラポルテ市民サービスコーナー
亜平日(月～金曜日)午前10時～午後７
時/土曜･日曜･祝日午前10時～午後５
時〈休業日〉９月20日（木）　娃住民票の
写し、印鑑証明書、戸籍全部・個人事項
証明書、市民税県民税課税証明書、固定
資産課税台帳記載事項証明書など※印
鑑証明は印鑑登録証が必要。土曜･日曜
･祝日と平日の午後５時30分以降、本庁
で確認が必要なものは 発行できない
場合があります。※各種届け出・登録等
の手続きは市民課へ　葵ラポルテ市民
サービスコーナー (☎31-3130・ラポル
テ本館３階)

◆動物慰霊祭
亜９月20日（木）午前10時30分～正午
唖芦屋市霊園（雨天時：霊園事務所）　
葵芦屋動物愛護協会事務局（☎38-2033）

◆共同募金運動がはじまります
亜10月１日～ 12月31日　娃募金は地
域・福祉活動に役立てられます　葵共
同募金委員会（☎32-7530）

◆環境フリーマーケット出店者募集
亜11月３日（土）午前９時30分～午後３
時〈雨天中止〉※雨天中止の場合は、商工
会ホームページで当日午前８時ごろに
発表　唖ＪＲ芦屋駅北側ペデストリア
ンデッキ　阿出店数27店（市内在住１
世帯〈１団体〉１店舗）※飲食物の販売
不可　挨1,000円　逢10月10日（水）〈必
着〉往復はがきで往信面に住所・氏名・ふ
りがな・電話・ファクス・品物名を記入、
返信面にご自身の宛先を記入し、芦屋市
商工会（☎23-2071/〒659-0065 公光町
4-28）へ  【区画の抽選会】10月17日（水）
午後４時から。※結果は返信はがきで通
知。　葵環境施設課（☎32-5391）

◆日本政策金融公庫による金融相談
亜10月１日（月）午後１時～４時　娃
創業・経営資金・融資相談　唖＆逢＆葵
地域経済振興課（☎38-2033）

◆10月の専門相談
唖＆葵お困りです課（☎38-5401）
※予約状況は市ホームページで確認
できます。係争中の案件不可

【土地と建物の登記相談】
亜10月２日（火）午後１時～４時　娃土
地の境界問題や分筆合筆、新築・増築・
取壊し等　逢当日、午後０時45分～３
時30分に南館玄関受付へ　

【不動産相談〈要予約〉】
亜10月16日（火）午後１時～４時　娃取
引・契約等不動産全般　逢随時予約受付

【税務相談】
亜毎週月曜日・午後１時～４時　娃相
続税・贈与税ほか　逢当日、午後０時45
分～３時30分に南館玄関受付へ

【相談①家事②法律（弁護士）③法律（司
法書士）〈要予約〉】
亜①毎週水曜日・午後１時～４時②毎週
木曜日・午後１時～４時30分③毎週金
曜日・午後１時～４時　娃①夫婦・親子・
離婚・相続等②日常生活の法律問題等③
不動産の名義変更・多重債務・成年後見
等　逢希望する週の月曜日（祝日の場合は
翌日）午前９時から電話でお困りです課へ 
※１案件１回限り。

◆女性活躍相談
亜10月２日～（毎火曜）午後１時～４時※
面接相談(１人50分間)　娃女性活躍コー
ディネーターによる、再就労、起業、地域
活動相談〈要予約〉※一時保育あり　唖＆
逢＆葵男女共同参画センター（☎38-2022）

◆女性のための面接相談（悩み・法律）
唖＆逢＆葵男女共同参画センター（☎
38-2022）※一時保育あり

【女性のための法律相談】
亜10月３日(水)午後２時～４時(１人

唖保健福祉センター　阿市内在住・在
勤・在学15人　逢＆葵社会福祉協議会

（☎32-7525）
【ワンコインサロン】
亜①10月12日②19日③26日（金）午前
10時30分～　唖保健福祉センター　娃
①そろばん教室②写経③ナンプレ～解
き方のコツを知って難問に挑戦！１～
阿60歳以上・各15人　挨100円（別途要
材料費）　逢10月２日（火）午前９時か
ら電話で右記へ　葵社会福祉協議会

（☎32-7525）
【子育て支援 第32回協力会員養成講座】
亜10月15日(月)午 前 ９ 時45分 ～ 正 午
/17日(水) ・19日(金) ・22日(月) ・24日
(水)・26日(金)午前10時～正午〈全６回〉
唖保健福祉センターほか　娃子育てに
必要な知識と実技　阿子育て支援有償
ボランティアを行う協力会員登録希望
者・25人※託児：先着５人（１歳６カ月
以上・１回200円）　逢＆葵ファミリー・
サポート・センター(☎25-0521)

【しょうがい者とのスポーツ交流ひろば】
亜10月16日（火）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃しょう
がい者スポーツ種目の体験　阿市内在
住・在勤・在学の人　逢＆葵社会福祉協
議会（☎32-7530）またはスポーツ推進
課（☎22-7910）

【要約筆記入門講座】
亜10月17日～ 12月５日（水曜・全８回）
午後１時30分～３時30分　唖保健福祉
センター　阿20人　挨1,500円（社協会
員500円）　逢＆葵ボランティア活動セ
ンター（☎32-7525）

【高齢者「会食懇談会」】
亜10月25日（木）正午～　唖保健福祉
センター　阿市内70歳以上・先着40人
挨500円　逢10月５日（金）午前９時か
ら右記へ　葵社会福祉協議会（☎32-
7525）

◆犬のしつけ方１日教室
亜10月４日（木）午後１時～３時　唖市
役所本庁舎北側広場　阿生後５カ月以
上の犬（狂犬病予防注射と混合ワクチ
ンを１年以内に接種済みに限る）と飼
主５組　挨500円（保険料含む）　逢10
月２日（火）までに、はがきかファクスに
住所・氏名・年齢（傷害保険）・電話・ファ
クス・Ｅメール・犬の名前・種類・年齢・性
別を記入し下記へ　葵芦屋動物愛護協
会事務局（☎38-2033/穐38-2176/〒659-
8501 住所不要・地域経済振興課内）

◆総合公園10月の園芸講習会 
亜① 10月７日（日） ②20日（土）午前10
時30分～正午③22日（月）午後１時30
分～３時 ④28日（日）【午前の部】午前
10時30分～正午【午後の部】午後１時
30分～３時　娃①秋の実りのアレンジ

（ハロウィーン風）②多肉のテラリュウ
ム作り③草花と球根の寄せ植え④かぼ
ちゃのランタン作り　阿①②③各20
人④各15人　哀①②④前田典子氏③
佃隆子氏　挨①③3,000円②2,500円
④1,200円　姶持ち帰り用袋・筆記用
具　逢①９月30日（日）②10月13日（土）
③15日（月）④午前は前日、午後は当日
に講座名・住所・氏名・電話番号を下記
へ　唖＆葵総合公園（☎38-2103/穐25-
2026/悪ashiyasogo@mizuno.co.jp）

◆Windows10パソコン教室
亜＆娃10月10日（水）･17日（水）〈全２
回〉①午前10時～正午・女性のための
ワード活用講座②午後１時～３時･女
性のための家計に役立つエクセル講
座　阿２日間受講でき、文字入力ので
きる初心者・各６人　挨各1,000円　逢
10月２日(火)〈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６日（土）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)

◆甲種防火管理者講習会（新規講習）
亜10月11日（木）・12日（金）午前10時
～午後５時　唖消防庁舎　阿先着50
人　挨4,000円（申し込み時）　逢９月
19日～ 10月３日に受講申込書に必要
事項を記入し右記へ　葵消防本部予防
課（☎38-2098）

◆絵本でみっけ   ぼくのわたしのすきなもの！
亜10月25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
体験や手遊び、ふれあい遊び　阿親子
(０歳～未就学児と保護者)５組　哀NPO
法人「絵本で子育て」センター 絵がお　
逢10月19日（金）までに、下記へ（日曜・祝
日を除く）　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 ）

◆福祉センターエントランス・
　　　　　コンサート　ｐａｒｔ98
亜９月23日（日）午後２時～　娃「セピア
色の調べⅨ」 曲目：「星に願いを」「ひま
わり」「愛の賛歌」ほか　愛中谷勉（ピア
ノ）　葵福祉センター（☎31-0612）

◆図書館の催し
唖＆葵図書館（☎31-2301）

【打出分室こどもおはなしの会】
亜10月13日（土）午後３時～３時30分
唖打出教育文化センター　阿３歳以上

（保護者参加可・途中入場不可） 
【こどもおはなしの会】
亜10月27日（土）午後２時30分～３時
唖打出教育文化センター　阿小学生

（途中入場不可）
【えほんの会】
亜10月27日（土）①午後１時30分～２
時②午後２時～２時30分　唖打出教育
文化センター　阿①３歳以上②５歳以
上（途中入場不可）
※図書館本館の改修工事期間中「こど
もおはなしの会・えほんの会」は、打出
教育文化センターで開催します。

◆阪神南ふれあいスポーツフェスタ2018
亜10月14日（日）午前８時～午後６時　唖尼
崎スポーツの森・大芝生広場　娃スケート場
無料開放・アーティスティックスイミングの
実演など　葵阪神南県民センター県民・産
業振興課（☎06-6481-4629/穐06-6482-0579）

◆潮芦屋交流センターの催し
唖＆葵潮芦屋交流センター（☎25-0511）

【作って食べよう世界の料理
　　　　　　〈ケーキとキッシュ編〉】
亜10月15日（月）午前10時～午後２時
娃ベーコン・玉ネギ・ズッキーニのキッ
シュ、チョコレートのパウンドケーキ　
阿30人　哀西田まり子 氏　挨1,800円（開
催日２週間前からキャンセル料が発生し
ます。） 　逢９月15日（土）から上記へ

◆阪神くすの木学級 尼崎教室
亜10月21日（日）午前10時～午後３時　唖
＆娃尼崎市臨海部へのバスツアー　阿市
内在住の義務教育修了年齢以上の聴覚・
言語障がい者　逢10月１日～ 15日までに
右記へ　葵公民館（☎35-0700/穐31-4998）

◆芦屋の映像コレクション
亜10月27日（土）午後２時～３時30分
唖市民センター 　娃昭和初期、六麓荘
の家族の生活・阪神大水害80年ほか、
映像を解説付きで上映　阿100人　哀
川口辰郎氏　逢直接会場へ　葵公民館

（☎35-0700）

【10月１日（月）まで】
◆国民健康保険料（普通徴収）第３期　
　葵保険課保険係（☎38-2035）
◆後期高齢者医療保険料（普通徴収）第３期
　葵保険課後期高齢者医療係（☎38-2037）
◆介護保険料（普通徴収）第３期                       
　葵高齢介護課管理係（☎38-2046）


