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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

問い合わせ　環境課　緯38-2050

問い合わせ　

あしや市民活動センター　緯57-0511 問い合わせ　高年福祉課　緯38-2046

■日時　４月10日（木）午後２時～
　　　　４時※毎月第２木曜日　
■会場　あしや市民活動センター
■内容　地域社会で心の健康を保
　　　　つため、芦屋メンタルサ
　　　　ポートセンター常任理事・
　　　　斉藤登氏を囲み交流会
■申し込み　当日直接会場へ　

ティータイム交流会

「こころの病」 　市では、「第３期介護保険事業計画（平成18～
20年度）」に基づき、地域密着型サービスの開
設を希望する法人を一般公募しています。
■応募相談・受け付け　平日午前９時～午後
５時15分　■公募対象　下表の①②の条件を
満たす１施設

地域密着型サービス事業者の公募

定員日常生活圏域サービスの種類

25人以内
山手

小規模多機能型居宅介護（介
護予防を含む）※地域交流ス
ペースを併設していること

①

18人（２ユ
ニット）

認知症対応型共同生活介護
（介護予防を含む）

②

■日時　４月７日～10日①午後１時15分～２時15分②２時45分～
３時30分　■会場　４月７日（月）①山手夢保育園前②三条公園・
８日（火）①呉川公園②東芦屋公園・９日（水）①岩園保育所前②津
知公園・10日（木）①中央公園②南芦屋浜総合公園駐車場　■持ち
物　案内状（犬を登録しているかたに送付）　■費用　登録済み
3,200円/新規登録6,200円　※注射前には、犬の健康状態の確認を！

狂犬病予防注射と犬の新規登録

～会場に来られない場合は、必ず６月末日までに下記へ～

フジタ動物病院（緯31-6500）・ブル動物病院（緯23-5655）・芦屋動物病
院（緯22-3961）・飯盛動物病院（緯38-5554）・野口動物病院（緯32-1551）・
みや動物病院（緯35-1007）・林屋動物診療室芦屋（緯22-1155）・シエル
動物病院（緯35-5751）・スター動物病院（緯35-1010）

◆芦屋病院正規職員募集

問芦屋病院総務課（緯31-2156）
【正看護師・助産師】

人昭和37年４月２日以降生まれの有資格
者若干名　申上記へ
【放射線技師　５月１日採用予定】

日面接：４月16日（水）　人昭和52年４月
２日以降生まれの有資格者１人（取得見
込み可）　申４月11日（金） までに上記へ

◆電話家庭児童相談

　４月から子育てについての悩みや心配
事などを夜間・休日も相談できます。
日＆申①家庭児童相談室（緯38-8993 こ
ども課内）/平日・９時～17時15分②子育
てテレフォンハッピートーク（緯0798-
45-5535 三光塾内）/平日・17時15分～翌
９時、休日　問こども課（緯38-2045）　

◆公社住宅募集センター休業日

内４月１日より休業日を火・水・祝日に変
更します。土・日は営業しています。　問
公社住宅募集センター（緯0798-63-4810）

◆女性相談

〔相談予約電話　緯38-2022〕
【女性の悩み相談＜要予約＞】

日４月４日・11日・18日・25日（金）13時～
16時　内夫婦・家族関係・心の悩みなど
【暴力（ＤＶ）に関する相談＜要予約＞】

日４月２日・16日（水）13時～16時　内夫や
親しい関係にある男性からの暴力（ＤＶ）

◆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４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分に南館玄関受付へ
【行政相談】

日４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分に南館玄関受付へ
【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分に南館玄関受付へ
【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（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

◆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。※４月の休業日は、４
月10日・17日　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）

募 集 ◆体育館・青少年センター競技場開放日

日４月12日・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）

◆少年消防クラブ員募集

日４月14日～５月２日　内消防体験、関連
施設の見学、防火広報活動など　人市内在
住、在学の小学２～５年生の男女先着10人
問消防本部予防課（緯38-2098）

◆弁護士等による権利擁護総合相談

日４月15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４月25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）
【盲ろう者向け通訳・介助員養成講座】

日５月15日～６月26日・毎週木曜日・10時
～15時　所神戸市立総合福祉センター　
人40人　費4,000円（教材費）　申４月10日
（木）までに往復はがきで県立聴覚障害者
情報センター（〒657-0832 神戸市灘区岸地
通1-1-1灘区民ホール　緯078-805-4175）へ

◆尼崎市立琴城分校生徒募集

日週５日制・17時30分～20時40分　人小・
中学校を卒業していないかた　申５月29
日（木）までに電話で下記へ（13時以降）　
問尼崎市立琴城分校（緯06-6482-5438）

◆海浜公園プールのお知らせ

　４月８日より火～金の15時～17時30分
は一般利用できません。
問海浜公園プール（緯22-8861）

◆気軽にできる体操ポスター配布

内簡単ストレッチとトレーニング方法ポ
スター（Ｂ２サイズ）を配布　人中年期の
運動不足のかた先着50人　申スポーツ・
青少年課（緯22-7910/FAX22-1633）

◆国税専門官募集

人①昭和54年４月２日～62年４月１日生
まれのかた②昭和62年４月２日以降生ま
れのかたで大学を卒業（平成21年３月卒
業見込みを含む）または大学卒業と同等
の資格のあるかた、1,200人程度（全国）　
申４月14日（月）までに右記へ　問芦屋税
務署総務課（緯31-2131）

◆図書館の催し

所＆問図書館（緯31-2301）
【金曜シネサロン】

日①４月４日②18日（金）いずれも13時30
分～　内①「姿三四郎」②「どん底」
【こどもおはなしの会・絵本の会】

日４月５・12・19・26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４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（保護者可）

◆児童センターの催し

問児童センター（緯22-9229/FAX22-1659） 
【ひよこひろば】

日４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　内親子での自由遊び、手遊び
人平成17年４月２日～18年４月１日生ま
れの幼児と保護者、各回先着18組　申４
月８日（火）９時30分から電話受け付け
【あそびひろば】

日４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18組　申当日、10分前か
ら会場で受け付け
【リフレッシュクラブ】

日４月16日（水）10時～11時30分　人幼稚
園・小学生の保護者先着15人※子ども同
伴不可　内卓球　申教室名・住所・氏名電
話番号を電話またはファクスで上記へ
【育児サポートルーム】

日４月16日・30日（水）①９時～12時②13
時～17時※16日は②のみ　内市内の子育
てサークルに遊戯室を無料開放　申４月
２日（水）９時30分から窓口へ
【各種クラブ・教室】

日＆内＆人①ジュニアクラブ（造形・ミニ
スポーツ）/火・金曜15時30分～（２年生若
干名）②ジュニアパソコンクラブ/月曜15
時15分～（１年生４人）・木曜15時15分～
（１年生２人）・木曜16時～（２年生２人）
③親子自然教室（年６回）/小学生と保護
者30組　費①年額14,000円②年額5,500円
③年額1,500円　申４月７日（月）までに、
教室名・住所・氏名・学年を記入しファク
スで上記へ※当選者のみ通知

◆総合公園園芸セミナー

問緑の相談所（緯34-0031/FAX25-2026）
【①春の小花でハンギングバスケット教室】

日４月14日（月）14時～15時30分　人20人
師佃隆子相談員　費3,500円　
【②プリザーブドフラワーアレンジ教室】

日４月21日（月）14時～15時30分　内ブー
ケとコサージュ作り　人20人　師前田典
子相談員　費3,500円　
＜①②共通＞持作品の入る袋　申①４月
７日（月）②14日（月）までに、住所・氏名・電
話番号・講座名を電話かファクスで上記へ
【種まき相談会】

日４月～５月の毎週土・日13時30分～16
時30分　内種まきの専門相談員が解説

◆福祉講演会

日４月19日（土）14時～16時　所市民セン
ター401室　内上手に体を使ってイキイ
キ生活　師松永悟郎氏　問芦屋ハートフ
ル福祉公社（緯38-3122）

◆谷崎潤一郎記念館の催し

問谷崎潤一郎記念館（緯23-5852）
（４月の休館日７・14・21・28日/入館料300円）
【「源氏物語」朗読シリーズ第13回】

日４月10日（木）13時30分～15時　内松風・
薄雲　人先着25人　師朗読グループＲＳ
Ｔ・松之内令子氏、美記崇子氏　費1,000円
【勝山正則　水墨風木版画展】

日４月２日～29日＜月曜休館＞10時～17
時　内京の町屋・山村風景・名庭園などの
作品を展示　費入館料300円
　
◆さわやか体操教室（介護予防事業）

日５月１日（木）＜全12回＞毎月１・２・３・
５木曜日10時～11時30分　所老人福祉会
館　内簡単筋力アップ体操・バランス運
動　人おおむね65歳以上のかた　持お茶・
タオル　申高年福祉課（緯38-2044）

◆普通救命講習会

日４月19日（土）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　人先
着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）

◆犬のしつけ方１日教室 

日４月21日（月）13時～15時　所海浜公園
人狂犬病予防注射と混合ワクチンを１年
以内に接種済みの生後５カ月以上の犬と
飼い主10組　費500円　申４月16日（水）
までに、はがきかファクスに住所 ・氏名 ・
電話・ファクス・Ｅメール/犬の名前・種
類 ・年齢・性別を明記し、右記へ　問動物
愛護協会事務局（緯38-2033/FAX38-
2176  〒659-8501 住所不要・経済課内）

◆芦屋公園テニススクール

日＆内５月１日～毎週木曜日＜全10回＞
①初級Ａ：９時30分～11時②中級：11時10
分～12時40分③初級Ｂ：13時30分～15時
④初心者：13時30分～15時　人①②各24
人③④各12人　費15,000円　申４月10日
までに所定の申し込み用紙で下記へ　問
芦屋公園テニスコート（緯34-8886）

◆海浜公園プール各種教室

内水泳・ダンスなど　人＆費子ども１カ
月4,935円、大人２カ月9,400円　申下記へ
（先着順）　問海浜公園プール（緯22-
8861）

＜３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〕
●60,000円　大阪ガス株式会社小さな灯
運動兵庫支部

お 知 ら せ

催 し

講 習 ・ 講 座

寄 附

健康カレンダー

広報あしや●　平成20年（2008年）４ 月１日号　No.985６

健康カレンダー健健康康カカレレンンダダーー4/1～5/5

●市民ギャラリー

日４月１日～30日　所５階渡り廊下ギャ
ラリー　内朝日ケ丘コミスクデジカメク
ラブによる「デジタルカメラ写真展」

●糖尿病教室

日４月11日（金）13時30分～15時　所南病
棟１階講義室　内糖尿病の治療について
師院内医師・スタッフ　問栄養科

●両親教室

日４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）

●芦屋病院マチネーコンサート

日４月13日(日）14時30分～15時30分　所
外来棟５階ホール　内歌とピアノのコン
サート　出畑儀文（テノール）、城村奈都
子（ピアノ）　問総務課

●プレおや教室(母親学級)交流クラス

日４月19日（土）９時30分～11時30分　内
「母乳育児について」「親と子の絆づくり」
「ママと赤ちゃんの交流会」「ベビーマッ
サージ」　人妊娠24週以降20組、産後５カ
月未満の夫婦10組（要予約）　所保健セン
ター　持母子健康手帳　申保健センター

●ぜんそく予防のめだか水泳教室

日５月８日～７月10日・毎週木曜日16時
～17時30分＜全10回＞　人市内在住で軽
度のぜんそく・ぜんそく様気管支炎等の
新小学１～３年生15人　所セントラル
フィットネスクラブ芦屋　申４月５日
（土）までに①氏名・生年月日②住所③電
話番号④最近の受診日⑤現在水泳教室へ
通所の有無を記入し、ファクスで上記へ

●４月から健診制度が変わります！

　４月から、メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）に着目した「特定健康
診査」を実施します。それに伴い、市民健
康診査は「特定健康診査」・「後期高齢者健
康診査」に変わります。その他の健診は、
対象者、受診方法に変更がありますので
ご注意ください。※国民健康保険以外の
医療保険加入者は、加入されている各健
康保険組合へお問い合わせください。
【74歳までのかたは『特定健康診査』】

人①40～64歳②65～74歳までの芦屋市国
民健康保険加入者　所①保健センターほ
か②市内個別健康診査実施医療機関　持
健康保険証、受診券（対象者のかたへ５月
中旬送付予定）　問保険医療助成課（緯
38-2035）
【75歳以上のかたは『後期高齢者健康診査』】

人後期高齢者医療制度に加入する75歳以
上のかた　所市内個別健康診査実施会場
持健康保険証　問保険医療助成課（緯38-
2024）

■日曜・祝日救急当番医 

【『介護予防健診』の対象者変更】

人介護保険の第一号被保険者で介護認定
を受けていないかた　所市内個別健康診
査実施会場　持健康保険証　問高年福祉
課（緯38-2024）
【『各種がん検診』の対象年齢・受診方法の変更】

人健康カレンダー内を参照　所保健セン
ター※子宮がん・乳がんは実施医療機関
持健康保険証　問健康課（緯31-1586）

●アルコール依存症家族会

日４月11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（認知症老人家族会）

日４月21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

●いずみ会リーダー養成講座

日５月～平成21年１月の月２回程度　内
食生活改善を中心に健康づくり実践者を
募集　所健康福祉事務所　費テキスト代
1,200円と調理実習費（500円×２回）　人
30人　申５月７日（水）＜必着＞までに、
①氏名②住所③電話番号を記入し、はが
きまたはファクスで健康福祉事務所「い
ずみ会リーダー養成講座」（〒659-0065 公
光町1-23）へ

●調理師製菓衛生師試験の実施

日＆内願書配布：４月上旬、願書受付：５
月12日～19日、試験日：７月13日（日）13時
～15時　※詳しくは右記へ　問薬務・生
活衛生課

●内科・小児科　９：００～17：００
　　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。
４/４　福岡外科医院（外） 緯31-5588
４/11　福岡外科医院（外） 緯31-5588
４/18　中村医院（内） 緯23-0468
４/25　吉田内科クリニック（内） 緯38-7210
５/２　幸原小児科内科医院（内・小） 
 緯25-0338
＊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）

◆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。

　２日…段ボール

　９日…雑誌、チラシ、その他の紙類

　16日…ペットボトル

　23日…新聞紙、紙パック

●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　9：00～12：00
　　　芦屋市歯科医師会 緯23-6471
４/６　野阪口腔外科クリニック 緯25-0545
４/13　長谷川歯科医院 緯34-0212
４/20　西田歯科医院 緯34-6731
４/27　能治歯科矯正歯科 緯32-3386
４/29　橋谷歯科 緯23-8511
５/３　しんたに歯科医院 緯34-1433
５/４　原田歯科医院 緯31-3033
５/５　広瀬歯科医院 緯23-6420
●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）

＊事前に各医療機関へお問い合わせください

保 健 と 環 境

緯31-2156
芦　屋　病　院

緯31-1586/FAX 31-1018
保　健　セ　ン　タ　ー

芦屋健康福祉事務所

緯32-0707/FAX38-1340

＊町ごとに決められた曜日に出してください

４月燃やさないごみ
収集カレンダー

環境処理センター　(緯22-2155)

×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30292827

　限られた資源を保護し、地球環境への負担を軽減するため、ご
みの減量化を目指して、市は事業者や消費者団体と一緒にレジ
袋削減運動に取り組んでいます。
　また流通業界では、レジ袋の有料化や廃止を目指しています。

レジ袋の削減に協力を！
　　　　　　　　　　～マイバッグでお買い物～

問い合わせ　環境処理センター　緯32-5391

買い物袋（マイバッグ）でのお買い物にご協力ください。

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（Ｈ１９.１０.１５～Ｈ２０.１.１４）
母子健康手帳・予診票・体温計（無料）１４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）

H１９.１２.　１～１５生まれ
H１９.１２.１６～３１生まれ　　　（無料）

８・２２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. ６月生まれ（無料）市内実施医療機関10カ月児健康診査
H１８.１０.　１～１５生まれ
H１８.１０.１６～３１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

H１６.１２.　１～１５生まれ
H１６.１２.１６～３１生まれ　　　（無料）

３・１７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　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）

２・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

３５歳以上（生活習慣病予防１１項目９,０００円）２０年５月分予約受付中健康チェック（予約制）

２０歳以上の市民（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）１５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）・２２日（午前）健康相談（予約制）
３５歳以上の市民（血縁者に胃がんの方がいれば３０
歳以上）（３,５００円）バリウムによる胃X線直接撮影

３・１０・１７・２１・２４・２８日
受付　９：１５～９：４５胃がん検診（予約制）

４０歳以上の市民（無料）６５歳以上は特定健診と
同時実施９・２３日 １３：００～１３：３０肺がん検診（予約制）

４０歳以上の市民（無料）６５歳以上は特定健診と
同時実施　問診　胸部レントゲン９・２３日 １３：００～１３：３０アスベスト検診（予約制）

４０歳以上の市民（１,０００円）（過去に受診されたこと
のない方）　血液検査（HBs抗原検査・HCV抗体）４日 １１：００～１１：３０肝炎ウイルス検診（予約制）

５０歳以上の男性（１,０００円）　血液検査（PSA検査）健康チェック・特定健診で実施前立腺がん検診（予約制）
４０歳以上の市民（８００円）採取容器を渡し、とり
方の説明　便潜血反応検査（二日法）

受付随時
提出日 毎週火曜日の午前中大腸がん検診

２０歳以上の市民（１,０００円）　子宮頚部細胞診２年に１回随時（医療機関で診療時間の午前中）子宮（頚部）がん検診

３０～３９歳の市民（４００円）視触診随時（医療機関で診療時間の午前中）乳がん検診（問診・視触診）
４０歳以上の市民（２,８００円）乳房X線撮影（マンモグラフィ）と視触診
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
緯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）

市内在勤者　労働安全衛生法に基づく健康診査随時（事業所単位で申し込み）事業所検診（予約制）

※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
※各がん検診（前立腺がんを除く）は70歳以上免除（要認印）

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　受け付け

毎週月・火・水（祝日、１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、１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・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）


