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�５月１日～31日　�５階渡り廊下　�
芦屋カメラクラブの写真展　�総務課

������
�５月９日（金）13時30分～15時　�南病
棟１階講義室　�糖尿病と食事療法　�
栄養科

�����
�５月10日（土）10時～12時　�南病棟１
階講義室　�お産の経過・赤ちゃんのお
風呂（実習あり）　�妊娠22週以降の妊婦
さんとパートナー（５組10人）　�産婦人
科外来（電話は13時以降）

�������	��
�５月11日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�藤田隆（リコーダー）、
高本一郎（リュート）　�総務課

������
�５月23日（金）13時30分～15時　�南病
棟１階講義室　�「脂肪肝について」ほか
�桐山診療局長　�栄養科
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�５月17日（土）９時30分～12時　�「赤ち
ゃんのお風呂の入れ方」「父親としてでき
ること」　�20組（要予約）　�母子健康手
帳、手ぬぐいタオル　�＆�上記へ
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�５月19日（月）、21日（水）、23日（金）、26
日（月）13時15分～14時15分　�上記　�
満３カ月から７歳６カ月未満で、２回の
服用が済んでいない小児。ＢＣＧ、麻しん
（はしか）、風しん（３日はしか）、 ＭＲ、 
おたふくかぜ、水ぼうそうの予防接種後４
週間以内等は、できない場合があります。

�������
�５月23日（金）９時～11時30分　�医師
会医療センター　�握力・脚筋力・柔軟性
・バランス・持久力　�20歳～70歳代まで
のかた30人（予約制）　�上記へ
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　妊婦であることを示すストラップを配
布しています。
　ご希望のかたは、
母子健康手帳を持っ
て保健センターまで
お越しください。
　妊婦さんを見かけ
たときは、席を譲る
などの心配りをお願
いします。
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�①５月28日（水）13時30分～16時②29日
（木）13時30分～16時③30日（金）10時～12
時＜全３回＞　�①保健センター②医師
会医療センター③市民センター　�30人
（予約制）　�①「脂質異常症の予防」「高
コレステロールのかたの食事」②「ウォー
キングのすすめ」③「ヘルシーメニュー」
�①ながれたに内科クリニック・流谷裕
幸医師②体育協会トレーニング指導士・
松永悟郎氏③管理栄養士　�③調理実習
費600円　�エプロン、三角巾、ふきん　
�保健センターへ

�������	
����
�多数の人が利用する事務所や飲食店等
の施設を管理されるかたは、受動喫煙防
止対策の措置を講じてください。
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�①６月４日（水)13時30分～15時30分②
18日（水）９時30分～11時30分　�保健セ
ンター、市民センター料理室　�①「妊娠
中の気持ちを話し合おう、自己紹介」「妊
娠中の虫歯予防」②マタニティークッキ
ング＜全２回＞　�25人（要予約）　�テ
キスト代200円、調理実習費800円　�母
子健康手帳、歯ブラシ、エプロン、三角巾・
ふきん　�保健センターへ
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�５月９日（金）10時～12時　�上記　�
アルコール問題で悩んでいる家族
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�５月19日（月）13時30分～15時30分　�
認知症のかたを介護している家族　�＆
�託老希望のかたは事前に電話で上記へ
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�８月１日以降も引き続き受給者証の交
付を希望する８月１日時点で満20歳未満
のかた　�小児慢性特定疾患医療受給者
証更新交付申請書、小児慢性特定疾患医
療意見書、成長ホルモン治療用意見書、所
得税額を証明する書類、世帯全員の住民
票、本人の健康保険証等　�６月30日（月）
までに、申請用紙・添付書類等を上記へ
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�５月16日（金）、６月18日（水）・７月17日
（木）10時～12時　�上記　�先着30人　
�食の疑問・不安　�神戸大学名誉教授
・保田茂氏　�300円　�上記へ
　
�������	�
���
�５月～平成21年１月（月２回程度）　�
上記　�食育に興味のあるかた先着30人
�家庭や地域での健康づくり　�テキス
ト代1,200円、調理実習費（500円×２回）
�５月12日（月）までに上記へ　
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　 光化学スモッグの発令基準に達したときは、「予報」や「注意報」を発令し
ます。光化学スモッグは、日差しが強く気温が高く風の弱い日の
日中に発生しやすいため、10月17日まで注意を呼びかけます。
�������	
�

　●できるだけ屋外での運動を避け、屋内に入る。
　●目やのど･鼻に刺激や痛みを感じた人は、洗眼やうがいを行う。
　●症状のひどい人は、医師の手当てを受ける。
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　＊金曜日20時～23時
�22-0338幸原小児科内科医院（内・小）５/２
�34-0766鈴木小児科（小）５/９
�32-8880林整形外科外科医院（整・外）５/16
�32-3997大森医院（内）５/23
�32-2855吉龍医院（外・内）５/30
�21-3131芦屋橋本クリニック（内・透） ６/６
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�34-1433しんたに歯科医院５/３
�31-3033原田歯科医院５/４
�23-6420広瀬歯科クリニック５/５
�31-4193藤本歯科医院５/６
�38-5533花岡歯科医院５/11
�25-0646藤田歯科診療所５/18
�21-2288はまもと歯科クリニック５/25
�22-4074宇賀歯科医院６/１
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　〈日曜・祝日、９時～16時〉
　�������
��������������
　　  医師会医療センター内
　　　　　　 （公光町5-13）
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〈日曜・祝日、９時～16時〉
　��������
　　　  �������������
　  　（尼崎市水堂町3-15-20）
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　赤十字は、国内外の災害救護活動、医療事
業、献血をはじめとする多様な活動を展開し
ています。
　これらの活動は、
寄附金等により支え
られています。赤十
字の活動にご理解・
事業資金へのご協力
をお願いします。

■��　５月25日（日）午前10時～午後３時＜雨
天時６月１日＞　���　ＪＲ芦屋駅北側ペデ
ストリアンデッキ　���　市内在住者　��
�　1,000円　�����　５月15日（木）＜消
印有効＞までに、はがき（１店１枚）に必要事項
を明記し、商工会（�23-2071   〒659-0065  公光
町4-28）へ　�������　５月21日（水）午
後２時から商工会館２階会議室で。※遅刻・欠
席は失格となりますので、ご注意ください。

　７月６日（日）ルナ・ホールでの「高齢者の集い＜演芸
フェスティバル＞」で、活動の成果を発表する高齢者の
団体、またプロのかたの出演者を募集します。
���　①市内の10人以上の高齢者団体（コーラス・踊
り等の演芸・演奏等、内容不問）１団体・発表時間：10分
②プロ（演芸・演奏・独唱等、内容不問）１人または少人
数グループ・発表時間：15～20分　�����　高年福
祉課窓口の応募用紙に必要事項を記入し、５月15日
（木）までに下記へ。※応募多数の場合は、選考します。
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�正看護師、助産師　 �昭和37年４月２
日以降生れの有資格者若干名　�芦屋病
院総務課（�31-2156）
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�月～金曜日は10時～19時（土・日・祝日
10時～17時）に開室　※休業日は５月８
日（木）・15日（木）　�住民票・印鑑証明等
の交付（税関係証明書の一部）　�ラポル
テ市民サービスコーナー（�31-3130）

�������	
���
�母子家庭等医療費受給者証の有効期限
は、６月30日までです。現況届の提出は、
必要事項を記入・押印し健康保険証の写
しを添え５月16日（金）までに下記へ。※
７月１日以降の受給資格は、19年中の所
得で判定し、６月ころに通知　�＆�保
険医療助成課医療助成担当（�38-2037）

�������	
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�社会福祉「友愛」基金より就学激励金を
支給＜月額＞小・中学生5,000円/高校生
10,000円（９月・翌年３月に指定の口座へ
振込み）　�こども課（�38-2045）

�������	
��
�レクリエーション、ニュースポーツ、健
康体操等の活動実績があり、本協会の趣
旨・目的に賛同する団体（審査あり）　�
５月16日（金）までに右記へ　�レクスポ
協会事務局（�22-7910）
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�５月10日（土）13時～17時（１時間単位・
待機者なければ延長可）　 �卓球・バド
ミントン　�青少年（小学３年生以下は
保護者同伴）　�体育協会（�31-8228）

�������	
�
�お困りです課（�38-5401）
��������
�５月13日（火）13時～16時　�市民相談
室　�遺言書等公正証書の相談　�当日
12時45分～15時30分に、南館玄関受付へ
������
�５月21日（水）13時～16時　�お困りで
す課　�行政への意見・要望　�当日12
時45分～15時30分に、お困りです課へ
�������	�
���
�毎週金曜日・13時～16時　�市民相談室
�登記・多重債務整理等の相談　�当日
12時45分～15時30分に、南館玄関受付へ
�������	
���
�毎週木曜日・13時～16時　�市民相談室
�借地・借家・金銭貸借など（要予約）　�
その週の月曜日９時から、電話で上記へ
������
�毎週水曜日・13時～16時　�市民相談室
�離婚・相続など（要予約）　�その週の
月曜日９時から、電話でお困りです課へ
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�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
�������	
���
�５月30日（金）９時30分～　�尼崎市身
体障害者福祉センター　�身体障害者手
帳所持の肢体不自由者　
�������	
������
�毎週金曜日13時30分～15時30分　�第
１・３・４週は身体障がい、第２週は知的
障がい　�福祉事務所相談室（南館１階）
�������	�
�毎週水・土曜日９時～17時　�芦屋メ
ンタルサポートセンター（�32-0458/Ｅ
メール：ashiya-msc@xui.biglobe.ne.jp）

��������	
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�５月３日～６日正午まで受付分→６日
午後収容/５月６日午後受付分→７日収
容　�＆�市役所代表（�31-2121）
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�５月12日（月）13時～16時（要予約）　�
市民相談室（南館地下１階）　�各種労務
・年金相談等　�経済課（�38-2033）

�������	�
�５月20日（火）①13時30～②14時30分～
�市民相談室　�財産・債務・成年後見な
ど　�高年福祉課（�38-2044）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	�
�①５月２日②16日（金）13時30分～　�
①「汚れなき悪戯」②「第七の封印」
�������	
���
��
�５月３日・10日（土）14時～15時　�３歳
～小学生
�������	
�����
�５月10日（土）15時～15時30分　�打出
教育文化センター　�３歳以上（保護者可）

�������	
���
�①５月３日②４日③５日④６日、15時
30分～16時15分　�①リラックスヨガ②
④バレエエクササイズ③パワーヨガ　�
入場料800円（要予約）※その他各種教室
体験も受付（５月13日～17日）　�＆�海
浜公園プール（�22-8861）
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�＆�①５月11日（日）14時～15時・自然
観察会②19日（月）14時～15時30分・プリ
ザーブドフラワーアレンジ③20日（火）14
時～15時30分・ハーブの寄せ植え④春の
種まき相談会　�各20人　�①③佃隆子
氏②前田典子氏　�①300円②3,500円③
2,500円　�①11日②12日③13日までに、
住所・氏名・電話番号・講座名を電話また
はファクスで下記へ　�緑の相談所（�
34-0031/FAX25-2026）
������
�毎週土・日・祝日、13時30分～16時30分
�来所・電話・ファクスで緑の相談所へ

�������	
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�児童センター（�22-9229/FAX22-1659） 
��������
�５月７日（水）①10時～11時30分②14時
30分～16時　�２・３歳児①16人②12人　�
５月２日（金）９時30分～電話で上記へ
��������
�５月８日・15日・22日（木）14時30分～15
時30分　�自由遊び　�１・２歳児と保
護者18組　�10分前から会場で受け付け
��������
�５月14日・28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　�親子での手遊び　�平成17
年４月２日～18年４月１日生まれの幼児
と保護者18組　�５月13日（火）９時30分
から電話で上記へ
�������	�
�
�５月21日（水）13時～17時　�市内の子
育てグループに遊戯室を無料開放　�５
月２日（金）９時30分から窓口へ
�������	
���
�５月～（月・木）15時15分～16時　�基
本操作ほか　�小学１年生４人　�年額
5,500円　�５月９日（金）までにファクス
で上記へ（当選者のみ通知）
�������	
�	��
�６月～11月（毎週火曜日）14時30分～15
時30分　�平成16年４月２日～17年４月
１日生まれの幼児と保護者15組　�年額
4,000円　�はがきに教室名・住所・氏名・
電話番号を記入し、５月10日（土）までに
上記へ（当選者のみに通知）
�������	
�
�火・水・金曜日の午前中　�児童厚生員
との個人面談　�電話で上記へ
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�５月22日（木）12時　�老人福祉会館 　
�70歳以上40人　�500円　�７日から右
記へ　�社会福祉協議会（�32-7530）
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�５月24日（土）13時30分～15時30分　�
平坂春雄氏　�心を病む人の家族等、30
人（要予約）　�＆�芦屋メンタルサポー
トセンター（�32-0458※水・土曜日のみ）
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�①５月15日（木）９時45分～15時②19日
（月）10時～15時③21日（水）10時～15時　
�①②福祉会館114室③市民センター203
室　�預かり育児援助協力会員講座（託
児あり）　�30人　�＆�ファミリーサ
ポートセンター（�25-0521）
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�＆�①５月21日（水）10時～12時/13時～
15時・はじめようインターネット②③
28日・30日・６月４日・６日②10時～12時・女
性パソコン教室③13時～15時・パソコン入
門　�①60歳以上でインターネット未体
験者②全日受講可能な初心者の女性③全
日受講可能な60歳以上の初心者各６人　
�①500円②③2,000円　�はがきに教室
名（１枚１教室）・郵便番号・住所・氏名・年齢
・電話番号を記入し、９日（金）＜必着＞で
右記へ　�＆�上宮川文化センター（�
22-9229 〒659-0061 上宮川町10-5）
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�５月18日（日）９時30分～12時30分　�
消防本部会議室（仮設庁舎）　�ＡＥＤ
（除細動器）・心肺蘇生法、大出血時の止血
法ほか　�救急救命士・救急隊員　�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　�消防本部
警防課救急救命担当（�32-2345）
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�＆�①５月23日～10月10日（第２・４金曜
日13時30分～15時）・前田集会所②５月27日
～７月22日（第１・３・４火曜日)・エルホー
ム芦屋③６月６日～（第１・３金曜日)・呉川
介護予防センター　�65歳以上（要予約）
�①西山手高齢者生活支援センター（�25-
7681）②打出高齢者生活支援センター（�
35-1294）③高年福祉課（�38-2044）
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�５月30日～６月27日、９時30分～11時
30分　�市民センター 217室　�基本と
実践　�16人　�2,000円　�ノートパ
ソコン　�住所・氏名・電話番号を記入
し、はがきかファクスで５月19日（月）までに
右 記 へ　� 公 民 館（�35-0700/FAX31-
4998 〒659-0068 業平町8-24）
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�消防本部予防課（�38-2098）
��������	
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�５月28日（水）13時30分～16時30分　�
仮設庁舎２階会議室　�20人　�2,000
円　�甲種防火管理者資格証写し　�５
月７日～23日・平日の時間内に上記へ
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�５月29日（木）・30日（金）10時～17時　
�市役所分庁舎２階大会議室　�50人　
�4,000円　�証明用写真２枚（縦3.5㎝×
横2.5㎝） 　�５月７日～23日・平日の時
間内に上記へ　
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�７月～平成21年２月　�神戸市ほか　
�危険物取扱作業に従事している危険物
取扱者　�５月７日～23日までに申請書
を兵庫県危険物安全協会へ

４月９日までの受け入れ分（敬称略）
�������	
���
＜社会福祉のために＞
●10万円　藤井康男　●京セラドーム大阪
・年間スーパーシート２冊、メインステージ
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●１万円、コープデイズ芦屋福祉サークル
●９千５百円、認識学受講者一同　●５万
円、匿名　●５千円、匿名�●３千円、匿名
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●多目的車両１台、芦屋カンツリー倶楽部


