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く ら し の 情 報 ガ イ ド
10月４日（平日・執務時間内）に下記へ
葵消防本部予防課
（☎38-2098）
◆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）
【親子クラブ見学】
亜９月25日～ 29日・午前10時30分～ 11時
30分※水・土・日・祝除く 阿３歳
（平成26
年４月２日～平成27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２日・16日・23日
（月）
午後３時～
４時 娃自由遊び・歌・絵本 阿０・１
歳と保護者・16組 逢当日５分前から
上記へ
【親子クラブ
（火・木）
追加募集】
亜10月３日～平成30年３月午前10時～
11時30分 娃親子で造形・運動遊びほ
か 阿４歳（平成25年４月２日～平成
26年４月１日生まれ）
と保護者・各１組
※応募多数抽選、当選者のみ通知 挨
3,000円 逢９月20日
（水）
・21日
（木）
午
前９時～午後５時に上記へ
【あそびひろば】
亜10月４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分前から上記へ
【うさぎひろば】
亜10月５日・19日
（木）
午後３時～４時/12
日
（木）
午前10時30分～ 11時30分 娃自
由遊び・体操・手遊び 阿１・２歳
（平成
27年４月２日～ 28年４月１日生）
と保護
者・16組 逢当日５分前から上記へ
【子育てママのリフレッシュ講座②】
亜10月10日
（火）
午前10時～ 11時30分
娃楽しく体を引き締めて美しい姿勢
になりましょう！ 阿母親・25人※
一時保育〈２歳以上・要予約〉 哀プロ
フェッショナルコンディショニング
トレーナー・井上弘子氏 逢９月26日
（火）
午後１時～電話で上記へ
【おはなしひろば】
亜10月11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
逢当日５分前から上記へ
【こども卓球ひろば】
亜10月25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②３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
【親子で楽しむ、まゆこさんの お話シアター】
亜10月26日
（木）
午後３時～３時45分
娃エプロンシアター「そら、はだかん
ぼ！」ほか 阿幼児と保護者 逢当日
10分前から上記へ
【子育てフリー相談】
亜火・金の午前中 娃児童厚生員との個
人面談※子ども同伴可 逢電話で上記へ

◆彼岸の墓参り
娃９月20日～ 26日霊園出入口を終日
開門します。周辺道路は全面駐車禁止
ですので、バス等をご利用ください。
【園内でのご注意】①園内の水道は飲料
水ではありません②お供え物や食べた
後のごみ等は、カラスやイノシシが墓
地を荒らす原因となりますので、必ず
お持ち帰りください③不要になった供
花はごみ箱へ④除草剤は、まわりの草
木等に影響のないようご使用ください
⑤カロート（納骨室）の中などにハチの
巣がつくられていることがありますの
で、ご注意ください 葵環境課（☎383105）
◆シルバー人材センターパネル展
亜９月25日～ 29日 唖市役所北館１
階 娃設立30周年を記念した活動紹
介 葵高齢介護課（☎38-2044）/シル
バー人材センター（☎32-1414）
◆共同募金運動
（10月１日～ 12月31日）
娃市内で支援を必要とする人やボラン
ティア活動などの地域・福祉活動に役
立てられます。 葵共同募金委員会
（☎
32-7530）

◆日本政策金融公庫による金融相談
亜10月２日
（月）
午後１時～４時 娃創
業、
経営資金、
融資相談 阿市内事業主
唖＆逢＆葵地域経済振興課
（☎38-2033）
◆女性活躍相談
亜10月３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・
地域活動等相談〈要予約〉※一時保育
あり 葵男女共同参画センター（☎382022)
◆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
【女性の悩み相談】
亜①10月６日・13日・27日(金)午前10時
～午後４時②10月３日(火)午前10時～
正午・20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心の悩み相談（夫婦・家族そ
の他、人間関係など心の整理をお手伝
い）
②家事調停相談
（離婚・養育費・相続
など夫婦・親族間の相談）
【女性のための法律相談】
亜10月４日(水)午後２時～４時(１人
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の法
律上の相談

◆お母さんと一緒に音楽遊び〈第３期〉
亜10月4日・11日・18日/11月1日・15日・
29日/12月6日・13日・20日
（水）
①午前９
時50分～ 10時40分
（１～２歳児クラス）
②午前10時50分～ 11時40分
（２～３歳
児クラス） 唖体育館・青少年センター
娃音楽教室 阿①平成26年４月２日～
平成28年４月１日生まれ②平成25年４
月２日～平成27年４月１日生まれ 挨
8,250円
（申込時） 逢申込書に記入し下
記へ 葵芦屋市体育協会
（☎31-8228）

◆阪神地域大卒者等就職面接会
亜10月10日（火）午後1時～４時 唖都
ホテルニューアルカイック 阿平成30
年３月大学・短大・専修学校等卒業予定
者、卒業後３年以内の人 逢 直接会場
へ 葵ハローワーク尼崎学卒部門（☎
06-7664-8619）

10 月の専門相談
登記相談

唖＆葵

３日
（火）
午後１時～４時
（※１）

お困りです課

☎ 38-5401

土地の境界問題・分筆合筆・
建物の新築・増築等の登記

不動産相談
〈要予約〉

17日
（火）
午後１時～４時
〈随時予約受付〉

不動産の取引・契約に関す
る相談

税務相談

毎週月曜日
午後１時～４時（※１）

相続・贈与・土地売却等の税

家事相談〈要予約〉 毎週水曜日
午後１時～４時（※２）

夫婦・親子・離婚・相続など
家庭における問題

法律相談〈要予約〉 ①毎週木曜日午後１時～４時30分
①弁護士
②毎週金曜日午後１時～４時
②司法書士
（※２）

①日常生活上の法律問題等
②登記・多重債務等

逢（※１）
午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ
（※ ２）
希望する週の月曜日（休日の場合翌日）午前９時から電話で上記へ
■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

◆社会福祉協議会の催し
【ワンコインサロン】
亜①10月13日②20日③27日(金)午前10
時30分～ 唖保健福祉センター 娃①
ウール花のストラップ②アームカバー
③ナンプレ～初めての挑戦！とにかく
やってみよう～ 阿60歳以上・各15人
挨100円（別途要材料費） 逢10月２日
（月）
午前９時から右記へ 葵社会福祉
協議会
（☎32-7525）
【第30回協力会員養成講座】
亜10月16日(月)午前９時45分～正午/18
日(水)・20日(金)・23日(月)・25日(水)・27日
(金)午前10時～正午〈全６回〉 唖保健
福祉センター /25日(水)・保育所見学
娃子育てに必要な知識と実技を学ぶ
阿子育て支援ボランティア協力会員登
録希望者・25人（託児：２歳以上・先着５
人・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17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）
【高齢者
「会食懇談会」
】
亜10月19日
（木）
正午～ 唖保健福祉セ
ンター 阿70歳以上・先着40人 挨500
円 逢10月５日
（木）
午前９時から下記
へ 葵社会福祉協議会
（☎32-7525）
【要約筆記一日体験講座】
亜10月25日
（水）
午後１時30分～３時30
分 唖保健福祉センター 阿要約筆
記ボランティアに興味がある人・25人
葵ボランティア活動センター（☎327525）
◆和風園の催し
唖＆逢＆葵和風園
（☎23-0485）
【いきいき健康体操教室】
亜10月６日・20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26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

◆総合公園10月の園芸講習会
亜①10月５日（木）②14日（土）午前10
時30分～正午③16日（月）午後１時30
分～３時④21日（土）午前10時30分～
正午⑤22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野菜を育ててみよう②ラベン
ダーを育てハーバリウムを作ろう③秋
植え球根と草花の寄せ植え④テラリュ
ウム作り⑤かぼちゃのランタン作り
阿①～④20人⑤各15人 哀①③佃隆
子氏②④⑤前田典子氏 挨①800円②
1,500円③④3,000円⑤1,200円 姶持ち
帰り用袋・筆記用具 逢①９月28日
（木）
②10月７日（土）③９日（月・祝）④14日
（土）
午後５時⑤
〈午前の部〉
前日
〈午後の
部〉
当日までに講座名・住所・氏名・電話
番号を記入し、電話・ファクス・Ｅメー
ルで右記へ 葵総合公園（☎38-2103/
穐25-2026/悪ashiyasogo@mizuno.
co.jp）
◆甲種防火管理者講習会（新規講習）
亜10月12日
（木）
・13日
（金）
午前10時～午
後５時 唖消防庁舎 阿50人 挨4,000
円
（申込時） 姶受講申込書、
証明用写真
２枚
（縦3.5㎝・横2.5㎝） 逢９月20日～

◆Windows10パソコン教室
亜＆娃10月18日（水）
・25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
阿文字入力できる初心者・各５人 挨
各1,000円 逢10月10日（火）〈必着〉
で、はがきかファクスに、希望教室名・
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
抽選。結果は16日（月）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）

◆福祉センターエントランス・
コンサート ｐａｒｔ86
亜９月24日（日）午後２時～ 唖保健
福祉センター※お車でのご来場はお控
えください 娃「セピア色の調べⅧ」曲
目：
「星に願いを」
「枯葉」
「クマーナ」
「人
の気も知らないで」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）
【金曜シネサロン】
亜＆娃10月６日
（金）
「嘆きの天使」/20
日
（金）
「モロッコ」
・午後１時30分～
【こどもおはなしの会・えほんの会】
亜10月７日～毎土曜・午後２時～３時
阿３歳～小学生(途中入場不可)
【打出分室こどもおはなしの会】
亜10月14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）
◆平成29年度市民企画講座「ほっこり
絵本タイム・のびのび絵本タイム」
亜①10月19日(木)②10月21日（土）
・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ほか（０歳
児から２歳児向け） 阿親子(０歳～未
就学児と保護者)10組。※小学生兄弟
姉妹も同伴可 逢①10月11日（水）②
10月13日（金）までに講座名・参加希望
日・住所・氏名・電話(ファクス)番号を
下記へ※定員を超えた場合は抽選 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 ）
◆第45回高齢者スポーツ大会
亜10月21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
日会場へ 葵高齢介護課（☎38-2044）
◆阪神南ふれあいスポーツフェスタ2017
亜10月15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
多彩なスポーツ体験をはじめ、子ども
から大人まで楽しめるイベント 葵兵
庫県阪神南県民センター県民運動課
（☎06-6481-4629)

【10月２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）

９月１日号お詫びと訂正
９月１日号４面特集「山本尚氏インタビュー」内プロフィールに一部記載の誤りがありま
した正しくは次の通りです。お詫びして訂正します。
【正】1949

芦屋市立山手小学校入学

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

