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7●凡例…日日時（日程）　所会場・場所　内内容　人対象・定員　師講師　出出演　費費用（記載の無い催しは無料）　持持ち物　申申し込み　問問い合わせ

【育児サポートルーム】

日１月16日・30日（水）①９時～12時②13

時～17時※16日は②のみ　申１月７日

（月）９時30分から上記窓口へ

【子育てフリー相談】

日平日の午前中　内児童厚生員と個人面

談※子ども同伴可　申電話で上記へ

【親子クラブ見学受付】

内平成20年度、親子クラブ入級希望者の

見学　人平成16年４月２日～17年４月１

日生まれの幼児と保護者　申電話で上記へ

◆介護予防事業のお知らせ

【さわやか音楽リズム教室】

日１月１6日（水）～６カ月間、毎月第３水

曜日（途中参加可）13時30分～15時　所呉

川介護予防センター　人おおむね65歳以

上のかた※要予約　内太鼓を叩いてリズ

ムを楽しむ音楽療法　持お茶・タオル・上

履き　申高年福祉課 （緯38-2044）
【さわやか体操教室】

日１月17日（木）～６カ月間、毎月第１・３

木曜日13時30分～15時　所あしや喜楽苑

内椅子に座って行う全身運動　人おおむ

ね65歳以上のかた　申＆問潮見高齢者生

活支援センター（緯34-4165または34-9287）

◆ 芦屋市学校保健大会 （講演会）  

 日１月24日（木）13時20分～15時    所市民

センター401室　内環境問題から見た現代

の食育　問学校教育課（緯38-2087）

◆阪神南地域夢会議 

日１月26日（土）13時～16時　所西宮市役

所東館　内子どもの未来に向けて　人先

着150人　申申込書を添えて１月１１日

（金）までにファクスかメールで下記へ　

申＆問阪神南県民局地域ビジョン課（緯
06-6481-8061/FAX06-6481-8148　Ｅメー

ル hanshinmkk@pref.hyogo.jp）

◆普通救命講習会

日１月20日（日）９時30分～12時30分　所

消防本部会議室　内ＡＥＤ（除細動器）・

心肺蘇生法、大出血時の止血法ほか※受

講者には修了書を交付。　師救急救命士・

救急隊員　人先着20人　申電話で下記へ

※グループでの申し込みは随時受け付け

問消防本部警防課救急担当（緯32-2345）

◆スポーツリーダー認定講習会

日１月31日～３月13日・毎週木曜日＜全

７回＞18時30分～　所体育館・青少年セ

ンター　内実技・講義※60％受講したか

たには修了書を授与。詳しい内容は下記

へ　人①スポーツ指導者②スポーツ指導

者やスポーツ・ボランティアを目指すか

た③講習内容に興味があり続けて参加で

きるかた先着60人　費1,000円　申１月

21日（月）までに下記へ　問スポーツ・青

少年課（緯22-7910）

＜12月５日まで受入分＞（敬称略）

【芦屋病院取り扱い分】

●詩画１点、藤原仙人掌

【社会福祉協議会取り扱い分】

●10,000円、匿名　

●3,000円、匿名

催 し

講 習 ・ 講 座

寄 附

【女性相談】※要予約　〔相談予約電話　緯38-2022〕
■日時＆内容　①１月４日・11日・18日・25日（金）午後１時～４時

「女性悩み相談」（夫婦・家族関係、心の悩みなど）②１月９日（水）

午後１時～４時「暴力（ＤＶ）に関する相談」

【１月展示「郡司みはる　絵画展」】

■日時　１月７日～30日午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

【一時保育つき大人の読書タイム】

■日時　１月28日（月）午前10時～正午　■内容　一時保育を利

用して読書を楽しむ　■対象　子育て中の親（祖父母も含む）と

子ども（２歳から就学前の幼児）※先着子ども８人になり次第締め切り　■費用　子

ども１人300円　■申し込み　１月４日（金）から下記へ電話、または直接窓口へ

男女共同参画センターのお知らせ

問い合わせ　男女共同参画センター　緯38-2023/FAX38-2175 
（〒659-0092 大原町2-6 ラ・モール芦屋２階）

お 知 ら せ

【市民ハイキング】
日１月６日（日）８時～　所阪急芦屋川北広
場→高座の滝→雨ケ峠→七曲→六甲山最高
峰→東おたふく山登山口　費400円（交通費
別）　持弁当・水筒・雨具・防寒具・簡易アイ
ゼン　申＆問芦屋登山会・相塲（緯32-0628）

【母と子のいこいの部屋】
日１月８・22・29日(火)10時～11時30分所
図書館　人０歳～未就園児と保護者　問
バルーン・津田(緯32-2610)　

【丹波の朝採り有機野菜市】
日１月９日（水）・17日（木）・23日（水）・31
日（木）10時～　所＆問ワークホームつつ
じ・仁頃（緯22-7044）

【グッドエイジングライフ塾】
日１月12日（土）10時～12時　所市民セン
ター207室　費500円（茶菓代含む）　申
シニア生活設計サポート結（緯31-8389）

【朗読劇　「青い空に絵をかこう」】
日１月13日（日）①16時30分～②19時～　
所岩園小学校・ラウンジ　人小学生以上
申岩園コミスク・西野（緯38-5792）

【折り紙教室】
日１月16日(水)10時～12時　所図書館
人一般成人　持折り紙・はさみ・のり　
問段谷(緯34-2546)

【あしや喜楽苑ギャラリー】
日＆内①１月17日（木）まで「松井美保子
油彩水彩画展」②１月20日～２月３日「西川
裕子日本画展」（９時～17時※最終日は15時
まで）　所＆問あしや喜楽苑（緯34-9287）

【ちぎり絵サークル】
日１月18日（金）10時～12時　所美術博物
館講義室　費1,000円（材料費1,500円程
度必要）　問＆申浜谷（緯0797-84-1125）

【「２分の１成人式」・映画会】
日＆内①１月19日（土）10時～11時30分・
「２分の１成人式」（10歳児対象）②11時40
分、14時30分・映画「０ゼロからの風」　所
ルナ・ホール　費②1,000円　問芦屋ハー
モニーライオンズクラブ（FAX34-2630）

【10代のためのやすらぎの部屋】
日第１・３土曜日13時～16時30分／第２・
４土曜日10時～12時(祝日は除く)　所図
書館　人10代のかた　問ヨッシーくらぶ・
守上(緯23-6854)

【浜風の家　１月のイベント】
日＆内①19日（土）14時～16時「百人一首か
るた大会」②26日（土）11時～12時30分「イ
ンド料理クッキング」③毎週土曜日13時～
14時「ヒンディー語教室」④毎週木・土曜日
11時～12時「ヨーガ教室」　費②3,000円③
2,000円④小人500円、大人800円　問浜風
の家（緯35-5700）

【広がれみんなでエコナプキン】
日１月21日（月）10時～11時30分※要予約
所市民センター201室　費800円　申＆
問ベビーケア・金子（緯31-6101）

【おはなし作りの部屋】
日１月23日・30日（水）10時～12時　所図書
館　内作品の制作、人形劇の練習（子ども
連れ歓迎）　問ぷりん・岡山（緯31-6801）

【芦屋みどり福祉作業所バザー】
日１月26日(土)・27日(日)10時～15時※
バザー用品の募集　所＆問芦屋みどり福
祉作業所・大沢（緯31-4001）

【カルペディエムの会】
日１月29日（火）14時30分～16時　内鮮烈
な赤～絵に寄せる愛と情熱～　師ドミニ
ク・ルトランジェ氏(仏語教師)　費会員
500円・非会員700円　人40人（要予約）　
所＆申＆問国際交流協会（緯34-6340）

【手をつなぐ育成会バザー】
日１月31日(木)10時30分～　所ラポルテ
ホール　内バザー用品募集。１月25日（金）
までに障害福祉課、社会福祉協議会へ　問
手をつなぐ育成会（緯32-9628）

【身体障がい者移動相談】

日１月25日（金）９時30分～　所川西市役所

人身体障害者手帳所持の肢体不自由者

【障がい者相談日】（電話相談可）

日毎週金曜日・13時30分～15時30分　所

福祉事務所相談室。第１・３・４週は身体

障がい、第２週は知的障がいのかた。

【平成20年度障害者訓練生募集】

人一般の能力開発施設で訓練受講が困難

な障がいを有するかた等（その他条件あ

り）　内１年制：ＯＡシステム科10人・グ

ラフィックアート科10人・情報ビジネス

科15人・インテリアＣＡＤ科10人/６カ月

制：オフィスワーク事務科15人　申24日

（木）までに願書を西宮職業安定所（緯0798-
75-6715）へ　問兵庫障害者職業能力開発

校（緯072-782-3210/FAX072-782-7081）

◆「国民健康保険料納付収入済額」の送付

内１月中旬頃に、国民健康保険料収入済額

（平成19年１月１日～12月31日までに収

納確認できた国民健康保険料の合計額）

のお知らせを送付します。確定申告等に

ご活用ください。　問保険医療助成課保

険担当（緯38-2035）

◆「介護保険料納付額」の送付

内１月中旬頃に介護保険料納付額（平成19

年１月１日～12月31日までに本市で収納

確認ができた介護保険料の合計額）のお知

らせを送付します。確定申告等にご活用

ください。　問高年福祉課（緯38-2046）

◆図書館の催し

問図書館（緯31-2301）
【こどもおはなしの会・絵本の会】

日毎週土曜日・14時～15時　所図書館　

人3歳～小学生中心

【打出分室こどもおはなしの会】

日１月12日（土）15時～15時30分　所打出

教育文化センター　人３歳以上（保護者

参加可）

【金曜シネサロン】

日＆内１月11日（金）「出来ごころ」・25日

（金）「浮草物語」、各13時30分～　所図書館

◆児童センターの催し

所＆問児童センター（緯22-9229/FAX22-1659）
【あそびひろば】

日１月10日・17日・24日（木）14時30分～15時

30分　内親子で自由遊び　人１・２歳児と

保護者先着16組　申当日10分前に会場へ

【ひよこひろば】

日１月９日・23日（水）①９時30分～10時

30分②10時45分～11時45分③14時30分～

15時30分　内親子での手遊び　人平成16

年４月２日～17年４月１日生まれの幼児

と保護者各先着16組　申１月８日（火）９

時30分から電話で上記へ

【リフレッシュクラブ】

日１月16日（水）10時～11時30分　所上宮

川文化センター・ホール　人幼稚園、小学

生の保護者※子ども同伴不可　内卓球　

申電話またはファクスで上記へ

◆ラポルテ市民サービスコーナー

日月～金曜日・10時～19時(土・日・祝日は10

時～17時）に開室。※年始は、１日４日（金）

から開庁。　内住民票・印鑑証明書等の交

付（税関係証明書の一部）　問ラポルテ市

民サービスコーナー（緯31-3130）

◆お困りです課の相談

問お困りです課（緯38-5401）
【公正証書相談】　

日１月８日(火)13時～16時　所市民相談

室　内遺言書等公正証書の相談　申当日

12時45分～15時30分に上記へ

【行政相談】

日１月16日（水）13時～16時　所お困りで

す課　内行政への意見・要望　申当日12

時45分～15時30分に上記へ

【司法書士による法律相談】

日毎週金曜日・13時～16時　所市民相談室

内登記・多重債務整理等の相談　申当日12

時45分～15時30分に上記へ

【弁護士による法律相談】

日毎週木曜日・13時～16時　所市民相談室

内借地・借家・金銭貸借など　申その週の

月曜日９時から、上記へ電話で予約

【家事相談】

日毎週水曜日・13時～16時　所市民相談

室　内離婚・相続など　申その週の月曜

日９時から、上記へ電話で予約

◆県立山の学校生徒募集・説明会

日１月13日・27日(日)　内４月入学生募集

の説明会。※詳しくは下記へ　人義務教育

修了以上の15歳～20歳(４月１日現在)ま

での県内在住の男子　所＆申＆問 県立山

の学校 （緯0790-62-8088)

◆県立こばと聴覚特別支援学校幼児募集

日受付：１月15日～２月４日／面接：２月

７日（木）９時30分～14時30分　人聴覚に

障がいのある幼児で保護者が付き添い通

学できるかた。募集幼児：保育相談部（１・

２歳児）、幼稚部（３～５歳児）　問県立こ

ばと聴覚特別支援学校（緯0798-53-5061/
FAX0798-53-5062)

◆体育館・青少年センター競技場開放日

日１月26日(土)13時～17時(１時間単位・

待機者がなければ延長可)　内卓球・バド

ミントン　人青少年、保護者(小学校３年

生以下は保護者同伴)　持上履き　問体

育協会(緯31-8228)

◆障害福祉課からのお知らせ

問障害福祉課（緯38-2043/FAX38-2178）
【ＡＭＳＣメンタルヘルスセミナー】

日１月19日（土）13時30分～15時30分　人

心を病む人の家族等30人（要予約）　所＆

申芦屋メンタルサポートセンター（緯32-
0458 水・土のみ）

【心のやまい相談】

内毎週水・土曜日９時～17時　所芦屋メ

ンタルサポートセンター（緯32-0458/Ｅ
メール ashiya-msc@xui.biglobe.ne.jp ）

健康カレンダー

広報あしや●　平成20年（2008年）１ 月 １ 日号　No.979６

健康カレンダー健健康康カカレレンンダダーー1/4～2/5
●アレルギー教室

日１月23日（水）13時30分～15時30分　所

医療センター　内スギ花粉症の対策　師

ハザマ耳鼻咽喉科・北眞行医師　人30人

（要予約・託児あり）　問保健センター

●献血にご協力を

日１月24日（木）10時～15時30分（12時～

13時は除く）　所本庁北館前広場

●プレおや教室（母親学級）前期クラス

日①２月６日（水）13時30分～15時30分②２

月20日（水）９時30分～12時③２月27日（水）

13時30分～15時30分　内①「妊娠中の気持

ちを話し合おう自己紹介」「妊婦体操」「妊娠

中起こりやすい異常とその予防」②「調理実

習と栄養士の食事診断」③「母と子の歯科検

診と個別相談」　所①③保健センター②市

民センター　人各25人（要予約）　費1,000

円（テキスト代・教材費）

●アルコール依存症家族会

日１月11日（金）10時～12時　所＆問芦屋

健康福祉事務所

　　

●あじさいの会（認知症老人家族会）

日１月21日（月）13時30分～15時30分　所

福祉会館　※託老を希望されるかたは、

上記へ要連絡　

●ママのための食育実践講座

日１月23日（水）10時～12時　所上記　内①

「日本の食文化について」神戸大学名誉教授・

保田茂氏②「行事食とその由来について」在

宅栄養士会・谷川八千代氏　人乳幼児の母

親等30人　費300円（資料代）　申１月16日

（水）までに電話またはファクスで上記へ

●兵庫県特定不妊治療費助成事業

人県内に住所を有する法律上の婚姻をして

いる夫婦で、指定医療機関で特定不妊治療

（体外受精・顕微授精）を受けられたかた※夫

婦合算した前年の所得額が730万円未満で、

治療終了後３カ月以内であること　内治療

１回につき上限10万円、年度２回まで（通算

５カ年度が限度）　申＆問健康増進課

●マチネーコンサート

日１月６日(日）14時30分～15時30分　所

外来棟５階ホール　内ニューイヤーコン

サート　出金澤佳代子(ピアノ)　問総務課

●糖尿病教室

日１月11日(金）13時30分～15時　所南病

棟１階講義室　内食事療法～間食・外食

を考える～（有料・要予約）　問栄養科

●両親教室

日１月12日(土）10時～12時　所南病棟１

階講義室　内お産の経過と過ごし方・赤

ちゃんのお風呂(実習あり)　人妊娠22週

以降の妊婦さんとパートナー(５組10人)

問産婦人科外来(電話は13時以降)

●肝臓病教室

日１月25日（金）13時30分～15時　所南病

棟１階講義室　内Ｃ型慢性肝炎・運動療

法　師内科・桐山主任部長・看護科　

●市民ギャラリー

日１月１日～31日　所５階渡り廊下　内金澤

和孝写真展「80歳のいたずら」※作品募集中

●栄養指導講習会・糖尿病予防教室

人血糖値が少し高いかた30人(要予約)　日

＆内＆師①１月30日(水)13時30分～１6時「ス

トップ！ザ・糖尿病」松葉医院 院長・ 松葉光

史氏「血糖値が高めの人の食事」幸田管理栄

養士②1月31日(木)13時30分～16時「楽しく

続けられるウォーキング～知っておきたい

運動の効果と注意点～」体育協会・松永氏③

２月１日(金)10時～12時30分糖尿病予防の

ヘルシー料理」幸田管理栄養士他　所①保

健センター②医療センター③市民センター

持②運動ができる服装③エプロン、三角巾、

ふきん　費③600円(材料費)　問上記へ

●芦屋市特定疾病療養補助金

内芦屋市に引き続き６カ月以上住所を有す

る下記の対象疾患者は認定手続きをしてく

ださい。認定月から月5,000円を支給します。

（認定前の期間は補助対象とはなりません）

＜入院時対象疾患＞　溶血性貧血、肺線維症、

特発性心筋症、免疫不全症候群、メニエル病、

脳脊髄血管異常、慢性腎炎、慢性膵炎、難治性

肝炎のうち肝硬変、および慢性肝炎　＜通院

時対象疾患＞橋本病、突発性難聴、シモンズ・

シーハン病、クッシング病および尿崩症、ネ

フローゼ症候群、悪性腎硬化症　＜手続き＞

①申請…保健センターに特定疾病療養補助

金認定申請書（医師の証明が必要）を提出し

てください。②請求…年２回発行の「補助金

請求書」に対象疾患の入院月・受診月に医師

の証明を受け提出してください。　問上記へ

●プレおや教室（母親学級）沐浴クラス

日１月19日（土）９時30分～11時30分　内

「赤ちゃんのお風呂の入れ方」等　所保健

センター　持母子健康手帳、テキスト　

人20組（要予約）　費200円（テキスト代）

●内科・小児科　９時～17時
　　休日応急診療所 緯21-2782
　　　(医師会医療センター内公光町5-13）
●夜間在宅輪番  (　)内は診療科目
＊金曜日20時～23時は下記のとおり

１/４　平林医院(内･外) 緯22-3548
１/11　ながれたに内科クリニック(内) 緯22-4592
１/18　長澤クリニック(内・消） 緯25-0075
１/25　加藤内科消化器科クリニック(内・消)
 緯25-1211
２/１　上田医院(内) 緯34-1878
   ＊金曜日23時～翌日７時、金曜日以外の20時～

　　翌日７時は南芦屋浜病院(緯22-4040)

●救急指定病院
　芦屋病院(内) 緯31-2156
　南芦屋浜病院(外・内) 緯22-4040

●歯科　９時～12時
　　　芦屋市歯科医師会 緯23-6471
１/１　こうだ歯科クリニック 緯25-1182
１/２　むらまつ歯科クリニック 緯26-1081
１/３　野阪口腔外科クリニック 緯25-0545
１/６　きしだ歯科 緯22-1723
１/13　木下歯科医院 緯31-1115
１/14　橋谷歯科 緯23-8511
１/20　小寺歯科医院 緯32-3836
１/27　ごん歯科医院 緯38-5577
２/３　崎田歯科医院 緯32-4180

●耳鼻咽喉科・眼科の急病診療
　診療日…日曜・祝日、９時～16時
　尼崎医療センター
　(緯06-6436-8701 尼崎市水堂町3-15-20)

緯32-0707/FAX38-1340

芦屋健康福祉事務所

■日曜・祝日救急当番医  ＊事前に各医療機関へお問い合わせください。

◆紙資源(水曜日)の収集日は、次のとお
りです。指定日を間違えないように、
お出しください。
　９日…雑誌・チラシ・その他紙類
　16日…ペットボトル
　23日…新聞紙・紙パック
   30日…段ボール

×印は非回収日土金木水火月日
ビン５４３２1
その他燃やさないごみ121110９８７6
カン19181716151413
その他燃やさないごみ26252423222120
ビン3130292827

＊町ごとに決められた曜日に出してください

※１月６日まで、燃やさないごみの収集は
　ありません。

１月の燃やさないごみ
収集カレンダー

環境処理センター　(緯22-2155)

「市民マナー条例」にご協力を！

■ 喫煙禁止区域（ＪＲ芦屋駅周辺）での

　 喫煙には、過料2,000円

■ 歩行喫煙／たばこの吸い殻・空き缶の

　 ポイ捨て／犬の放し飼い・ふんの放置

　 落書き／夜間花火はやめましょう。

問い合わせ　環境課　緯38-2050　

保 健 と 環 境

緯31-2156
芦　屋　病　院

緯31-1586
保　健　セ　ン　タ　ー

対象・経費・その他日　時内　　　容

医療機関で妊娠と認められたかた　印鑑　（無料）月～金　９：００～１７：１５母子健康手帳の交付

満３カ月～６カ月未満（Ｈ１９.７.１７～Ｈ１９.１０.１６）
母子健康手帳・予診票・体温計（無料）１６日 １３：１５～１４：１５BCG接種

妊娠や母乳の相談（生後３カ月未満）（無料）２１日 １３：３０～１５：００妊娠・お産・母乳の相談室（予約制）

新生児訪問希望者・発育・母乳相談（無料）随時新生児訪問指導

乳児、母子手帳持参　身体測定　子育て相談（無料）１７日 ９：３０～１０：３０育児相談

６～７カ月児 母子健康手帳持参（無料）
（第１子のみ）

２８日 ９：４５～１１：３０
会場　上宮川文化センターもぐもぐ離乳食教室（予約制）

H１９. ９.　１～１５生まれ
H１９. ９.１６～３０生まれ　　　（無料）

１５・２９日 １３：００～１３：４５
会　場　芦屋健康福祉事務所4カ月児健康診査

H１９. ３月生まれ（無料）市内実施医療機関10カ月児健康診査

H１８. ７.　１～１５生まれ
H１８. ７.１６～３１生まれ　　　（無料）

１０・２４日 １３：１５～１４：００
会　場　保健センター1歳6カ月児健康診査

H１６. ９.　１～１５生まれ
H１６. ９.１６～３０生まれ　　　（無料）

１７・３１日 １３：１５～１４：００
会 場 芦屋健康福祉事務所3歳児健康診査

食物アレルギー・アトピー性皮膚炎の離乳食相談（無料）７日　２/４　９：３０～１１：００アレルギーの離乳食相談（予約制）

小児を対象に医師による健診（無料）１８日 １３：００～１４：００アレルギー健診（予約制）

幼児から　歯の無料相談・健診
４０歳以上　歯周疾患検診等（無料）

１６日 １３：００～１４：４５
会　場　歯科医師会館歯の無料相談・健診

在宅で４０歳以上の療養者（無料）随時、保健センター
にお申込みください

在宅ねたきり予防訪問指導

在宅で６０歳以上の寝たきり、準ずるかた（無料）在宅ねたきり者歯科訪問指導
１６歳～３９歳→胸部X線・血圧・検尿（無料）
４０歳～６４歳→上記の他 心電図・血液検査（８００円）
・歯周疾患検診 妊婦→血液検査（予約制）

１１日 ９：３０～１０：３０

　　　血液検査前
　（４時間絶飲絶食）
1年に1度受けましょう

市民健康診査
（併せてアスベスト健診も実施）
（肺がん検診40歳～64歳）

１６歳以上（１３０円）貧血検査

４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳のかた（１,０００円）肝炎ウイルス検診

５０歳以上の男性のかた（１,０００円）前立腺がん検診

３５歳以上（生活習慣病予防１１項目９,０００円）２０年２月分予約受付中健康チェック（予約制）

２０歳以上（１,０００円）超音波法２５日 ９：３０～１０：００
会　場　医師会医療センター骨粗しょう症検診（予約制）

小児から高齢者まで生活習慣病他（無料）２２日 ９：３０～１１：００栄養相談（予約制）

成人を対象に医師による相談（無料）８日（午後）・２９日（午前）健康相談（予約制）

３５歳以上（３,５００円）１０・１７・２１・２４・２８・３１日
受付　９：１５～９：４５胃がん検診（予約制）

４０歳以上（８００円）、採取容器を渡し、とり方の
説明

受付随時
提出日 毎週、火曜日の午前中大腸がん検診

２０歳以上の在住者（１,０００円）随時（医療機関で診療時間の午前中）子宮（頚部）がん検診

３０歳以上（４００円）随時（医療機関で診療時間の午前中）乳がん検診（問診・視触診）

４０歳以上の在住者（２,８００円）
電話又はFAXで、受診希望日・住所・氏名・電話番号・生年月
日をご通知の上、芦屋病院へ申込んでください。
＊豊胸術・ペースメーカー装着のかたは受診できません。
＊２年連続して受診できません。

実施日　毎週火・水・金曜日
の午前中（1日６人まで）
会場　芦屋病院
TEL ３１-２１５６　FAX ２２-３３１９
（芦屋市朝日ケ丘町３９－１）

乳がん検診
（マンモグラフィ併用）
（予約制）

※市民健診（老人健診）、各がん検診（前立腺がんを除く）は70歳以上免除（要認印）
※上記で会場明記していないものは、すべて保健センターで実施

察31－1586　阪神芦屋駅から北へ200m（公光町5－10）保健センター

対象・経費・その他日　時内　　　容

子育て、子どもの発達に関する悩み等の相談
（無料）

２５日
１３：３０～１４：３０

子どもこころの発達相談
（予約制）

認知症、うつ等専門医によるこころの病気の相
談（無料）

９日
１３：３０～１４：３０こころの相談（予約制）

各菌ごと４００円
サルモネラ菌検査は月、火受付

毎週月・火・水（祝日、２日
除く）　９：００～１２：００検便（赤痢等）

一　　般　４,６００円
特殊項目　２,４００円

毎週月・火・水（祝日、２日
除く）　９：００～１２：００

水質検査
（特殊項目は要予約）

検査項目、検査数により金額変動（有料）１８日
１３：００～１３：３０

一般健康相談（予約制）
事業所検診（予約制）

匿名検査は無料
証明書が必要なかたは有料

１１日　１３：３０～１４：３０
１８日　１４：００～１４：３０

エイズ、肝炎、梅毒検査
（予約制）

専門栄養相談（無料）８日
１０：００～１２：００専門栄養相談（予約制）

察32-0707　国道2号業平橋東へ150m芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所）


