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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

集募

◆市立小・中学校非常勤職員募集

内初任者研修に係る授業の補充・新学習
システム実施に係る授業※県の非常勤講
師の勤務条件　人小・中学校教諭普通免
許状所有者（見込み可）※平成20年度市立
幼稚園・小中学校の臨時講師登録は常時
受け付け　申＆問教職員課（緯38-2003）

◆小・中学校チューター募集

内小・中学校における算数・数学授業での
学習指導補助・１日５時間、年間140日程
度　人各希望校種の教員免許取得者（４
月１日までに取得見込みを含む）・児童、
生徒の指導に意欲的に取り組むかた　申
＆問学校教育課（緯38-2087）　

◆芦屋病院正規職員募集

日３月３日（月）〈平成20年４月１日採用
予定〉　内正看護師・助産師　人昭和37年
４月２日以降生れの有資格者（取得見込
み可）25人　申２月18日（月）～29日（金）ま
で　問芦屋病院総務課（緯31-2156）

◆海浜公園プールからのお知らせ

内＆日リフレッシュ工事（プール暖房補
強およびプール全面改修等）のため休館。
工事期間は２月１日～３月３日まで・３
月４日（火）リフレッシュ・オープン　問
スポーツ・青少年課（緯22-8861）

◆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10
時～17時）に開室。※２月の休業日は、２
月14日・21日（木）　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）

◆「ふれあい美術展」作品募集

日３月30日（日）9時～17時（展示）　所西
宮市民会館１階大会議室およびアミティー
ギャラリー　内応募は10号までの油彩・
水彩・アクリル・パステル作品および版画
（額装）　人尼崎・西宮・芦屋市在住の15才
以上（アマチュア）　申１人１点を２月２
日（土）までに右記へ　問阪神南地域ビジ
ョン委員会「ふれあい美術展」係・羽田（緯
/FAX0798-66-0892 〒663-8104 西 宮 市
天道町７-７）

◆事業所人権啓発研修会

日２月７日（木）14時～16時30分　所市
民健康開発センターハーティ21内ハー
ティホール　内講演「日本国憲法におけ
る人権の考え方」　師甲南大学法科大学
院教授・倉持孝司氏　人従業員がいる市
内の事業者　問西宮公共職業安定所（緯
0798-75-6716）

◆社会保険労務士による無料相談

日２月18日（月）13時～16時　所市民相談
室（市役所南館地下１階）　内各種労務・
年金相談等　問経済課（緯38-2033）

お 知 ら せ

◆弁護士等による権利擁護総合相談

日２月19日（火）13時30分～/14時30分～
所市民相談室（市役所南館地下１階）　内
悪徳商法や多重債務認知症などの権利を
守る相談　問高年福祉課（緯38-2044）

◆障害福祉課からのお知らせ

問障害福祉課（緯38-2043/FAX38-2178）
【身体障がい者移動相談】

日２月22日（金）９時30分～　所西宮市総
合福祉センター　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　内第
１・３・４週は身体障がい、第２週は知的
障がい　所福祉事務所相談室（南館１階）
【心のやまい相談】

日毎週水・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）
【平成20年度知的障がい者訓練生募集】

人療育者手帳所持者等（その他条件あり）
３人　内食品加工科　申２月15日（金）ま
でに西宮職業安定所（緯0798-75-6715）へ
問県立障害者高等技術専門学校（緯078-
927-3230）

◆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２月12日（火）13時～16時（受付12時45
～15時30分）　所市民相談室　内遺言書
等公正証書の相談　
【行政相談】

日２月20日（水）13時～16時（受付12時45
～15時30分）　所お困りです課　内行政
への意見・要望
【司法書士による法律相談】

日毎週金曜日・13時～16時（受付12時45～
15時30分）　所市民相談室　内登記・多重
債務整理等の相談
【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（要予約）　申
その週の月曜日９時から、電話で上記へ
【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（要予約）　申その
週の月曜日９時から、電話で上記へ

◆こども課からのお知らせ

人児童手当受給者　内１月分までの未払
い分（３歳未満一律 月額10,000円・３歳以
上第２子まで月額 5,000円・第３子以降 
月額10,000円）を２月15日（金）にご指定
の口座に振り込みます｡※３歳到達後の
翌月からは第１子および第２子の手当額
は月額5,000円 （小学校修了前の児童）
※平成19年度現況届を提出していないか
たは、至急こども課まで提出してくださ
い｡　問 こども課 （緯 38-2045 ）

◆学校給食用物資納入業者の申請

内納入希望業者の申請受付※決定日３月
下旬　申２月29日（金）までに申請書を右
記へ　問学校給食会（緯38-2087）

◆兵庫県障害者芸術・文化祭作品募集

日３月18日～23日　所県立美術館・原田の
森ギャラリー　内募集作品（絵画・書道・写
真・工芸等）　内県内居住の障がい者（児）　
申＆問２月29日（金）までに県障害福祉局障
害者支援課（緯078-341-7711）へ

◆さわやか体操教室（介護予防事業）

日２月15日（金）～全７回毎月第１・３金
曜日13時30分～15時　所呉川介護予防セ
ンター　内椅子を使った体操、バランス
運動　人65歳以上　持お茶、タオル、上履
き　申＆問高年福祉課（緯38-2044）

◆児童センターの催し

所＆問児童センター（緯22-9229/FAX22-
1659 〒659-0061 上宮川町10-5）
【育児サポートルーム】

日２月６日・20日（水）13時～17時　内市
内の子育てサークルに遊戯室を無料開放
申２月４日（月）９時30分から上記で受付
【あそびひろば】

日２月７日・14日・21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　申直接会場受付
【ひよこひろば】

日２月13日・27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、先着16組　申２月12日（火）９
時30分から電話受付
【リフレッシュクラブ】

日２月20日（水）10時～11時30分　所上宮
川文化センター　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
【子育てフリー相談】

日平日の午前中　内児童厚生員との個人
面談　申電話で上記へ

◆図書館の催し

所＆問図書館（緯31-2301）
【金曜シネサロン】

日①２月１日（金）②15日（金）13時30分～
内①「三十九夜」②「北北西に進路を取れ」
【こどもおはなしの会・絵本の会】

日２月２・９・16・23日（土）14時～15時　
人３歳～小学生中心
【打出分室こどもおはなしの会】

日２月９日（土）15時～15時30分　所打出教
育文化センター　人３歳以上（保護者可）

◆高齢者会食懇談会

日２月28日（木）12時　所老人福祉会館　
人市内70歳以上のかた先着40人　費500
円　申２月13日（水）から右記へ　問社会
福祉協議会（緯32-7530）

◆バラの講習会（３回）

日２月６日・13日・27日（水）10時～12時　
所総合公園緑の相談所　人20人　師西宮
緑化植物園・中内敬子氏　費5,000円（3回
分）　持せん定はさみ・皮手袋・筆記用具・
作業のできる服装　申住所・氏名・電話番
号を記入しファクスで下記へ　問総合公
園事務所（緯25-2023/FAX25-2026）

◆海浜公園プール水泳教室・健康教室

日＆内①キッズ水泳教室（水・木・金）②
大人水泳教室③大人健康教室（ヨガ・ピ
ラティス・バレエ等）④春休みキッズ短
期教室（３日間・４日間・６日間コース）
人①幼児～中学生③初心者～上級者④
幼児（４歳以上）・小学生（初級）　費①月
額4,935円（４回分）③9,400円（８回分）④
３日間（4,500円）・４日間（5,600円）・６日
間（8,400円）　申①～③２月５日（火）10
時より電話で下記へ　所＆問海浜公園
プール（緯22-8861）

◆普通救命講習会

日２月24日（日）９時30分～12時30分　所
消防本部会議室（仮設庁舎）　内ＡＥＤ
（除細動器）・心肺蘇生法、大出血時の止血
法ほか　師救急救命士・救急隊員　人20
人※受講者には「修了証」を交付※グルー
プでの申し込みは随時受付　問消防本部
警防課救急救命担当（緯32-2345）

＜１月９日までの受入分＞（敬称略）
【地域福祉課取り扱い分】

<社会福祉のために>
●2,000,000円　宗教法人真如苑
●芦屋市子育てガイドブックあいあい
4,000冊　芦屋ライオンズクラブ
●30,000円　甲南土木建築労働組合
　
【学校教育課取り扱い分】

<市立小学校へ>
●頭のよくなるゲーム・マスビルダー（学研）
32個（48,000円相当）　Ｓ＆Ｋ ＹＯＫＯＴＡ
<幼稚園・保育所等へ>
●花の球根　15箱（40万円相当）　芦屋５
ライオンズクラブ

【生涯学習課取り扱い分】

<市民文化の振興のために>
●20,000円　社団法人茶道裏千家淡交会
阪神支部

【市議会事務局取り扱い分】

●30,000円　外園一人

【芦屋病院取り扱い分】

●50,000円　柿元温子

【消防本部取り扱い分】

<消防活動充実強化のため>
●組立水槽二式　兵庫県中央生コンク
リート協同組合連合会

【社会福祉協議会取り扱い分】

●20,000円　打出浜コープ委員会
●13,089円　長谷キミエ
<歳末たすけあい運動のために>
●オレンジジュース345本・ラーメン75食
　阪神ヤクルト販売株式会社

催 し

講 習 ・ 講 座

寄 附

酒蔵・ビール工場見学バスツアー

■日　　時　２月22日（金）午前８時30分～午後５時30分
■集　　合　当日午前８時20分に、市役所東側へ
■行　　先　丹波篠山ほろ酔い城下蔵・キリンビアパーク神戸・
　　　　　　神戸三田プレミアムアウトレット
　　　　　　※昼食は、神戸三田新阪急ホテルでバイキング
■定　　員　先着40人（定員になり次第締め切り）
■費　　用　一般5,000円・観光協会会員4,500円　
■申し込み　２月１日（金）午前９時から、参加費を添えて下記へ

■日　時　２月26日（火）午後１時～４時
■会　場　市役所分庁舎大会議室ほか
■内　容　①講演「消費者を取り巻く最近の状況について」
　　　　　　関西消費者協会理事長・惣宇利紀男氏
　　　　　②兵庫県司法書士会による「多重債務相談」開設
　　　　　※本庁舎南館地下１階（午前９時～午後５時）では
　　　　　　「パネル展」を同時開催しています。
■申し込み　下記へ

問い合わせ　消費生活センター　緯38-2179（経済課内）

2.26　消費者のつどい

惣宇利　紀男氏

問い合わせ　芦屋観光協会　緯38-2033（経済課内）

健康カレンダー

広報あしや●　平成20年（2008年）２ 月 １ 日号　No.981６

健康カレンダー健健康康カカレレンンダダーー2/1～3/5●出務者募集（登録制）

内保健センターの健診や保健指導業務に
従事していただく出務者の募集　人55歳
以下の保健師、助産師、看護師いずれか
の免許取得者　持履歴書、免許の写し　
申＆問保健センター

●アルコール依存症家族会

日２月８日（金）10時～12時　所上記　人
アルコール問題で悩んでいる家族

●あじさいの会（認知症の人家族会）

日２月18日（月）13時30分～15時30分　人
認知症のかたを介護している家族　所＆
申託老希望のかたは事前に電話で上記へ

●兵庫県特定不妊治療費助成事業

　県では特定不妊治療（体外受精・顕微授
精）を受けた夫婦に対し、治療費助成をし
ています。通算５カ年度申請できます。
人県内に住所を有し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
療を受けたかた。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）　申健康増進課

◆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。

　

　６日…雑誌・チラシ・その他紙類

　13日…ペットボトル

　20日…新聞紙・紙パック

　27日…段ボール

 ＊事前に各医療機関へお問い合わせください。

×印は非回収日土金木水火月日
ビン２１
その他燃やさないごみ９８７６５４３
カン16151413121110
その他燃やさないごみ23222120191817
ビン292827262524

＊町ごとに決められた曜日に出してください

保 健 と 環 境

緯31-2156
芦　屋　病　院

２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)

問い合わせ　環境課 　緯38-2051

■日曜・祝日救急当番医

●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
２/１　上田医院（内） 緯34-1878
２/８　筋師医院（内・小） 緯23-0627
２/15　松葉医院（内） 緯22-1641
２/22　芦屋セントマリア病院（外・内・整） 

緯23-1771
２/29　大谷整形外科眼科（整・眼） 緯34-7077
３/７　さわだクリニック（内） 緯23-7117

＊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
２/３　崎田歯科医院 緯32-4180
２/10　しんたに歯科医院 緯34-1433
２/11　杉井歯科 緯21-2525
２/17　高田診療所 緯31-2229
２/24　多田羅歯科医院 緯32-1913
３/２　タバタデンタルクリニック 緯21-5655

●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）

　◆インターネットからも申し込みできます◆
　兵庫県地球温暖化防止活動推進センター
　http://www.eco-hyogo.jp/

●市民ギャラリー

日２月１日～29日　所５階渡り廊下ギャ
ラリー　内小田富士夫遺作写真展「いのち」

●芦屋病院マチネーコンサート

日２月３日（日）14時30分～15時30分　所
外来棟５階ホール　内日本の抒情歌　出
田原綾子（ソプラノ）・森玉美穂（ピアノ）

●糖尿病教室

日２月８日（金）13時30分～15時　所南病
棟１階講義室　内「糖尿病のスキンケア」
師皮膚科・市原總子医師　問栄養科

●両親教室

日２月９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）

●健康教室

日２月20日（水）13時30分～15時　所外来
棟５階ロビー　内内視鏡治療について
師桐山内科主任部長・竹村医長

●栄養指導講習会・高血圧予防教室

【講演会】

日２月27日（水）13時30分～１6時　所保健
センター　内＆師①「私の高血圧どうすれ
ばいい？」あずみクリニック・安住吉弘氏
②「血圧が高めのかたの食事」幸田管理栄
養士
【運動教室】

日２月28日（木）13時30分～16時　所医師
会医療センター　内＆師「ほどよく動か
せ、ウォーキングのすすめ」体育協会・松
永指導士　持運動ができる服装・上靴
【調理実習】
日２月29日（金）10時～12時30分　所市民
センター料理室　内＆師「血圧高めのか
たのヘルシー料理」幸田管理栄養士他　
人30人（要予約）　費600円（材料費）　持
エプロン・三角巾・ふきん

●幼児の食事とおやつの教室

日２月18日（月）10時～12時　所市民セン
ター料理室　内手作りおやつの実習　人
２～３歳児と保護者25組（１歳以上託児
あり先着15人）　持エプロン・ふきん等

●プレおや教室(母親学級)後期クラス

日①３月12日（水）②26日（水）、13時30分～
15時30分　内①「お産のはじまりとすす
み方」「痛みをのがす呼吸法」②「母乳育児
について」「先輩ママとの交流会」　人25
人（要予約）　所保健センター　持母子健
康手帳・テキスト（運動のできる服装）　費
前期未受講のかたのみテキスト代200円
申保健センター

緯31-1586
保　健　セ　ン　タ　ー

緯32-0707

芦屋健康福祉事務所

　犬や猫に関する、ふん尿、鳴き声など、
周囲に迷惑をかけていないか点検し、マ
ナーを守った飼い方を心がけましょう。
　芦屋市緑ゆたかな美しいまちづくり
条例で愛がん動物の適正な飼育および
管理について定めています。

　空閑地の管理が不十分では、「ゴミの不
法投棄」や「蚊の発生」等でご近所に迷惑
をかけることになります。所有者は、定期
的な雑草等の手入れをお願いします。

問い合わせ　環境課 　緯38-2050

　市では、地球にやさしい暮らしをしているかどうか自己点検し、地球温暖化
の原因となるＣＯ2を減らす取り組みをしています。
　県推進センターが作成した「エコチェックカレンダー2008年版」
を都市環境部環境課にてご希望のかた（先着100人）に
差し上げます。

犬や猫の飼い主の皆さんへ

空閑地の適正管理のお願い

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（Ｈ１９.８.２１～Ｈ１９.１１.２０）
母子健康手帳・予診票・体温計（無料）２０日 １３：１５～１４：１５BCG接種

妊娠や母乳の相談（生後３カ月未満）（無料）１８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）２１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）

２５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）

H１９.１０.　１～１５生まれ
H１９.１０.１６～３１生まれ　　　（無料）

５・２６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. ４月生まれ（無料）市内実施医療機関10カ月児健康診査

H１８. ８.　１～１５生まれ
H１８. ８.１６～３１生まれ　　　（無料）

１４・２８日 １３：１５～１４：００
会　場　保健センター1歳6カ月児健康診査

H１６.１０.　１～１５生まれ
H１６.１０.１６～３１生まれ　　　（無料）

７・２１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）４日　３/３　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）１５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）

２０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）

８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３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２２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）１９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）５日（午後）・２６日（午前）健康相談（予約制）

３５歳以上（３,５００円）７・１４・１８・２１・２５・２８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　市立芦屋病院
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）

２２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）

１３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）１・１５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

１・１５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）５・１２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）

「エコチェックカレンダー」を
はじめてみませんか？


