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　＊金曜日20時～23時
�21-3131芦屋橋本クリニック（内・透）６/６
�22-3414北岡医院（内・小）６/13
�22-9351山田病院（内）６/20
�31-1234柿沼産婦人科（婦・内）６/27
�22-5505野村医院（内・神・リウ）７/４

�������	
��	����������
��������	������������������

�������	
��

����������������

�22-4074宇賀歯科医院６/１
�22-5359増田歯科医院６/８
�23-8811歯科松木医院６/15
�32-1008シーサイド溝井歯科６/22
�34-6430村岡歯科６/29
�21-2525杉井歯科７/６
�26-1081むらまつ歯科クリニック７/13
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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〉
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　  　（尼崎市水堂町3-15-20） �������	
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　各世代ごとの市民の健康づくりや適切な食生活づくり等について、具体的に
行動するための計画を策定するため、次のとおり市民委員を募集します。
�����　６月１日～16日　■��　市内に居住し、満20歳以上のかた、２人
���　１回8,100円　���　７月～平成21年３月（予定）　�����　「あ
しやの健康づくりについての思い」と題した作文（600字程度、書式自由）に、住所
・氏名・電話番号・生年月日・性別を記入し、郵送・ファクス・Ｅメール等で下記へ。
※応募原稿を審査の上、結果を本人に通知します。応募原稿は、返却しません。
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　　阪神３市（尼崎市・西宮市・芦屋市）が共同で、小児救急電話相談を実施します。
����������21時～24時／������16時～24時／�����16時～24時　
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��
�正看護師、助産師　�昭和37年４月２
日以降生まれの有資格者　�総務課

��������
�６月１日～30日　�５階渡り廊下　�
グループくれぱす　�総務課

�������	��
�６月８日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�土居展之（フルート
・オカリナ）、金子浩三（ピアノ）　�総務課

������
�６月13日（金）13時30分～15時　�南病
棟１階講義室　�糖尿病と目の疾患　�
眼科医師　�栄養科

�����
�６月14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　�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）
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�６月４日～10日　�歯科医師会の歯科
医院（休診日除く）　�電話で各歯科病院
へ（要予約）
������
�６月７日（土）14時～15時　�芦屋霊園内
「歯の供養塚」　�抜けた歯や不要な義歯等
�������	
�
�６月８日（日）10時～16時　�ラポルテ
ホール（ラポルテ本館３階）　�歯こう
チェック・だ液緩衝能テスト・歯の無料健
診と相談・歯磨き指導・手形作製・ポス
ター展等
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�６月21日（土）９時30分～11時30分　�
母乳育児について、親と子のきづなづく
り、ベビーマッサージ　�妊娠24週以降
20組・産後５カ月未満10組（要予約）　�
母子健康手帳、バスタオル（産後のかた)
�＆�保健センター
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�７月２日（水）10時～12時　�市民セン
ター料理室　�食物アレルギーのこどもの
ための献立（実習と試食）　�１歳以上の幼
児と保護者24人（要予約）、託児あり15人
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　腸管出血性大腸菌感染症Ｏ157、Ｏ26、
Ｏ111は、下痢や腹痛を主な症状とし、血
便が特徴です。加熱や消毒剤で容易に死
滅し、手洗いの励行や消毒等に気をつけ
ていれば、人から感染することはありま
せん。下痢、腹痛、発熱などの症状があ
れば、早めに医師の診察を受け、その指
示に従ってください。
��������
　近年、サルモネラ菌や腸炎ビブリオ菌
による食中毒が増加してます。「清潔に・
敏速に・冷却・加熱」を心がけましょう。
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�６月13日（金）10時～12時　�上記　�
アルコール問題で悩んでいる家族

��������������	
�
�６月16日（月）13時30分～15時30分　�
上記　�認知症のかたを介護している家
族　�託老希望は事前に電話で上記へ
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�特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受
けた夫婦に、治療１回につき上限10万円、
年度２回まで（通算５カ月年度が限度）を
助成　�県内に在住し、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
療を受けられたかた※夫婦合算した前年
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　�＆�上記へ
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�８月１日以降も引き続き受給者証の交
付希望のかたで、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

�������	
������
�Ｂ型肝炎ウイルスおよびＣ型肝炎ウイ
ルスの除去目的で行うインターフェロン
で健康保険適用の治療　�肝がんの合併
のないＢ型慢性肝炎、Ｃ型慢性肝炎およ
びＣ型代償性肝硬変のかたでインター
フェロン治療を行う予定、または治療中
のかた　�上記へ

������
�毎月第１・３金曜日、14時30分～15時　
�エイズの相談と検査（要予約）　�上記へ
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�開庁時間：月～金曜日10時～19時/土・
日・祝日10時～17時まで※休業日は6月12
日・19日（木）　�住民票・印鑑証明書等の
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）

�������	
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�図書館本館・５月26日～６月６日／大原
分室・打出分室・５月26日～６月３日※公
民館図書室・上宮川文化センター図書室は
通常どおり開室　�図書館（�31-2301）

�������	
����
�保護者等が交通事故で死亡したり、後
遺症で働けず経済的に修学が困難な高等
学校以上の生徒・学生に、奨学金を貸与
�随時・９時～17時30分（土・日・祝祭日・
休業日を除く）　�交通遺児育英会奨学
課（�03-3556-0773/�0120-521-286）
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�＆�経済課（�38-2033）
�������	
�������
�６月２目（月）13時～16時　�市民相談
室　�市内事業主　
�������	
������
�６月９日（月）13時～16時　　�労務・
年金・社会保険・労働保険相談

�������	
���
�６月４目（水）14時～16時　�西宮市大
学交流センター大講義室　�新規学卒者
採用選考手続について　�ハローワーク
尼崎（�06-6428-0062）
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�
�お困りです課（�38-5401）
��������　
�６月10日（火）13時～16時　�市民相談
室　�遺言書等公正証書の相談　�12時
45分～15時30分南館玄関受付へ
������
�６月18日（水）13時～16時　�お困りで
す課　�行政への意見・要望　�12時45
分～15時30分お困りです課へ
�������	�
���
�毎週金曜日13時～16時　�市民相談室
内登記・多重債務整理等の相談　�12時
45分～15時30分南館玄関受付へ
�������	
���
�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時から電話で上記へ

����������������
�６月17日(火)13時30分～/14時30分～
�市民相談室　�虐待・財産侵害・多重債
務など、高齢者等の権利相談　�＆�高
年福祉課（�38-2044）

��������	
����
�＆�市内在住で、私立幼稚園に幼児（３
歳児～５歳児）を通園させ、平成20年度に
に納付する市民税の所得割課税額が
183,000円以下の世帯に奨 励 金59,200～
26０,000円（年額）交付　�申請書に必要
書類を添付し、６月16日（月）までに市内
私立幼稚園在園者は幼稚園へ。市外の私
立幼稚園在園者は幼稚園または下記へ　
�教育委員会管理課（�38-2085）

��������	
��
�試験日：６月22日（日）９時30分～/採用
予定日：８月１日（金）　�市民センター
福祉会館　�一般事務１人30歳以下・社
会福祉士　�６月２日～16日までに提出
書類（履歴書、写真２枚３㎝×３㎝、返信
用封筒＜80円切手貼付＞、資格証明等の
写し）を下記へ郵送または持参（９時～17
時）　�社会福祉協議会（�32-7530）

�������	
��	�
�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
�������	
���
�６月27日（金）９時30分～　�宝塚市総
合福祉センター　�身体障害者手帳所持
の肢体不自由者
�������	�（電話相談可）
�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）

������������	
���
�７月３日（木）　�尼崎市福祉事務所　�
母子・父子家庭・寡婦のかた　�６月18日
（水）までに右記へ　�こども課（�38-2045）
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　地球温暖化防止の普及啓発や実践活動
を推進するための、ボランティアを募集
しています。任期は平成21年３月末まで。
�＆�環境課（�38-2051）
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������
　外国人を雇用する際は、働くことがで
きる在留資格を確認することが必要で
す。働くことが認められない外国人の雇
用・雇用のあっせんは法で罰せられます。
�芦屋警察署（�23-0110）

��������	��������	
�毎週木曜日午前中　�市内在住外国人
に日本語を教えるボランティア　�市民
センター　�公民館（�35-0700）

�����������
�インターネットモニター（期間・登録日
～平成21年３月31日）　�県内在住・在勤
・在学の18歳以上のかたで、インターネッ
ト・電子メールが使えるかた　�ＨＰ県民
モニター募集ページへ　�県広聴室広聴
係（�078-362-3021/FAX078-362-4291）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	
���
��
�６月７日・14日・21日・28日（土）14時～
15時　�３歳～小学生中心
�������	�
�①６月13日②27日（金）いずれも13時30
分～　�①「終着駅」②「鉄道員」
�������	
�����
�６月14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）

�������	
�
�児童センター（�22-9229/FAX22-1659）
��������
�６月11日・25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　�６
月10日（火）９時30分から電話で上記へ
��������
�６月５日・12日・19日（木）14時30分～15
時30分　�親子で自由遊び　�１・２歳
児と保護者18組　�当日10分前から会場
で受け付け
�������	�
�
�６月18日（水）13時～17時　�市内の子
育てサークルに遊戯室を無料開放　�６
月２日（月）９時30分から窓口へ
��������
�６月４日（水）①10時～11時30分②14時
30分～16時　�児童厚生員と自由遊び　
�２～３歳児①16人②12人　�６月３日
（火）９時30分から電話で受け付け
�������	
��
�６月18日（水）10時～11時30分　�幼稚
園・小学生の保護者※子ども同伴不可　
�卓球　�電話またはファクスで上記へ
�������	
�
�火・木・金曜日の午前中　�児童厚生員
との個人面談　�電話で上記へ

�������	
���
�６月12日（木）14時～16時 ※毎月第２
木曜日が定例　�あしや市民活動セン
ター　�「子育て座談会IN あしや」　�
新米パパ・ママ、ベテラン子育てサポー
ターのかた　�＆�あしや市民活動セン
ター（�57-0511/FAX57-0512）

�������	
��
�６月14日（木）14時～15時30分　�体育
館・青少年センター　�熱中症、熱射病等
の応急処置　�スポーツクラブ経営者・
指導者・選手ほか、先着100人　�500円　
�体育協会（�22-5650）

�������	
������
�６月14日（土）９時30分～14時　�クラス
ステージ、文化部ステージ、展示創作、模擬店、
ＰＴＡ喫茶コーナー　�地域のかた、本校生
の保護者、入場チケット所有者等　�上履き
�県立芦屋高等学校（�32-2325）

�������	
�
�６月21日（土）10時～12時30分　�立体
折り紙・数パズル・円かき　�100人　�
＆�＆�芦屋大学附属中学校・高等学校
（�0120-898-075/FAX31-6641）

�������	
���
�６月22日（日）10時～12時　�市民セン
ター音楽室　�簡単な体力テスト・スト
レッチ・保健指導等　�運動不足の中年
期のかた30人　�６月18日（水）までに下
記へ　�スポーツ・青少年課（�22-7910）

�������	
��
�６月26日（木）12時　�老人福祉会館　
�70歳以上40人　�500円　�１１日から
右記へ　�社会福祉協議会（�32-7530）

�������	�
�６月14日（土）14時～15時30分　�市民
センター 401室　�生活習慣病と食事　
�芦屋病院栄養科・澤田 かおる氏　�200円　
�直接会場へ　�公民館（� 35-0700）

��������
�６月22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　�20人※グループでの申し込み
は随時受け付け　�消防本部警防課救急
救命担当（�32-2345）

�������	
��
�６月24日（火）13時～15時 　�商工会館　
�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　�500円　�６月20日（金）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　�動物愛護協会（�38-2033/FAX
38-2176　〒659-8501 住所不要　経済課内）

���������������
�６月25日・７月２日（水）＜全２回＞①午前
（10時～12時）②午後（13時～15時）　�
WindowsXP・ワード2008使用　�２日間とも
受講可能なかた①②各６人　�1,000円　�
はがきに教室名・日程・郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号を記入し、６月10日（火）＜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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＜社会福祉のために＞
●17万２千205円、飯田�隠遺徳顕彰会　
●みどり地域生活支援センター用バス、
中田淳子　●車いす２台、高齢者医療福
祉協会・新日本開発
��������	
���
●３千円、匿名　●１万１千円、武藤　
�������	
���
＜芦屋市緑化のために＞
●１万円、匿名

�������	
���
���　６月６日（金）午後２時～３時30分　���　肥
料のやり方等　���　20人　���　伴野陽一郎氏　
���　300円　�����　６月５日（木）までに電話
またはファクスで、住所・氏名・電話番号と講座名を下記へ
�������	
�����������
���　６月16日（月）午後２時～３時30分　���　観
葉植物（ハイドロカルチャー）の寄せ植え　���　20人
���　みどりの相談員・前田典子氏　���　3,500円
�����　６月９日（月）までに電話またはファクスで
住所・氏名・電話番号と講座名を下記へ

�������	�
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���　６月23日（月）午後２時～３時30
分　���　総合公園　���　20人
���　みどりの相談員・佃隆子氏　�
���3,500円　�����　６月16日
（月）までに、電話またはファクスで、住所
・氏名・電話番号と講座名を下記へ
�������	�
�	��
���　土曜・日曜・祝日の午後１時30
分～２時30分　�����　来所・電
話・ファクス・メールで下記へ
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　ガソリン・灯油など危険
物は身近に存在します。
　危険物の貯蔵・取扱いに
は十分注意し、安全第一で
お願いします。

�����

�������

��������

���　６月８日（日）午
前９時～11時30分＜雨天
の場合は15日に延期＞　
���　芦屋公園（集合）
※各ブロックごとに定め
る場所　���　市内全
域の清掃※手袋・ごみ袋
等は事務局で用意しま
す。
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