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　この時期、群れからはぐれた若い雄猿が出没することがあります。捕獲は困
難なため、猿と遭遇した時は以下の事にご注意ください。
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�８月１日～31日　�５階渡り廊下展示
ギャラリー　�藤原仙人掌「墨絵と書」　
�総務課
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�８月９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週以降の妊婦とパート
ナー（５組10人）　�産婦人科外来（電話
は13時以降）

�������	
��
�
�８月24日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�愛と哀しみの椿姫
～オペラハイライト～　�オペラ歌手多
数　�総務課

�������	�
��
�９月４日～11月６日（木）＜全10回＞14
時～16時　�医師会医療センター　�①
９月４日・入学式/上手に医師にかかるに
は②９月11日・メタボリックシンドロー
ム予防における整形外科の役割/皮膚科
で診る病気③９月18日・ 《一般公開講座》
家庭での救急処置④９月25日・排尿の異
常/婦人科疾患全般⑤10月２日・メンタル
ケア/特定健診・保健指導の実際⑥10月９
日・《一般公開講座》高齢者の心の健康⑦
10月16日・正しい知識で脳卒中を予防/眼
科治療の進歩⑧10月23日・がんと免疫/Ｃ
型慢性肝炎⑨10月30日・耳、鼻、のどの病
気/歯科からみた全身へのアプローチ⑩
11月６日・薬と身近な問題/卒業式、修了
証書授与　�50人（要予約）　�2,000円
　�８月18日（月）までに上記または芦屋
市医師会（�32-2000）へ
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�平成20年度から実施の健康診査は、生
活習慣病発見のため、高血圧症・高脂血症
・糖尿病等で通院治療しているかたは必
要がありません。同時実施の介護予防健
診や各種がん検診（肺がん・大腸がん・前
立腺がん）は、積極的に受診し早期発見に
努めてください。　�上記へ
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�こども中心のほのぼのとした写真の募
集。カラー・白黒プリントでワイド４つ切
り（254mm×365mm）デジカメ可。※応募
作品は原則として返却しません。　�住
所、氏名、性別、年齢、電話番号、写真の題
名と撮影場所、撮影年月日を写真裏面に
貼付し、９月12日（金）＜必着＞で右記へ
�小野市立保健センター（�0794-63-3977 
〒675-1380　小野市王子町806-1）

��������	
��
�８月８日（金）10時～12時　�アルコー
ル問題に悩んでいる家族　�＆�上記
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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　�＆�芦屋
健康福祉事務所
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�10月１日以降も引き続き交付希望者※
個別通知は行いません　�①特定疾患医
療受給者証更新交付申請書②特定疾患医
療意見書③所得税額を証明する書類④世
帯全員の住民票⑤本人の健康保険証⑥重
症患者認定申請書・診断書（重症申請をす
るかたのみ）⑦身体障害者手帳（所持して
いるかたのみ）　�９月30日（火）までに
申請用紙・添付書類等を芦屋健康福祉事
務所へ
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�①10月10日・15日・17日・20日13時～　
�①大阪府立急性期総合医療センター　
�＆�①検診・県内在住のカネミ油症患
者〔未認定者を含む〕②健康実態調査
（アンケート調査）・県内在住のカネミ油
症患者〔認定者に限る〕※未認定のかた
は、（平成20年度中に）患者認定された段
階で調査対象者となります。協力者へ協
力金支給　�①９月１日（月）までに下記
へ②平成21年３月までに下記へ　�健康
福祉部健康局生活衛生課（�078-362-
3257/FAX078-362-3970）
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　＊金曜日20時～23時
�25-2528宮�内科クリニック（内）８/１
�25-1078あずみクリニック（内）８/８
�22-3548平林病院（内・外）８/15
�25-0075長澤クリニック（内・消）８/22
�22-4592ながれたに内科クリニック（内）８/29
�38-7210吉田内科クリニック（内）９/７
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�31-8020吉崎歯科医院８/３
�32-1780池澤歯科医院８/10
�34-6483あらまき歯科医院８/17
�22-4882若林歯科８/24
�35-4182いけだ歯科８/31
�22-2870稲垣歯科医院９/７
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　〈日曜・祝日、９時～17時〉
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　　  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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　限られた資源の保護と環境への負荷の
軽減、ごみの減量化を図るため、行政・
事業者・消費者が一体となったレジ袋の
削減を推進しています。買い物袋（マイ
バッグ）でのお買い物にご協力ください。
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�８月22日（金）13時～　�正看護師、助
産師　�昭和39年４月２日以降生れの有
資格者・資格取得予定者20人　�８月20
日（水）17時までに右記へ　�芦屋病院総
務課（�31-2156）　
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�＜月～金曜日＞10時～19時＜土・日・祝
日＞10時～17時※休業日は８月14日・21
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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�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
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������
�毎週金曜日13時30分～15時30分　�福
祉事務所相談室（南館１階）　�第１・３・
４週は身体障がい、第２週は知的障がい
�������	�
�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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�中度障がい者のかたにも給付金を支給
�３級の身体障害者手帳、Ｂ１判定の療
育手帳または２級の精神障害者保健福祉
手帳を所持する20歳以上で次のいずれか
に該当するかた①昭和57年１月１日以前
に20歳以上の外国籍のかたで、当時障が
いが発生していたかた②年金受給中に障
がいが軽くなり受給対象外になったが、
後に障がいが重くなったかた③昭和61年
４月１日以前の海外滞在中に障害発生原
因の初診日があるかた。※ただし、公的年
金等（年額396,600円以上）の受給者、無年
金外国籍高齢者等福祉給付金の受給者、
生活保護の受給者、前年の所得が制限額
を超えるかたは、支給の対象にはなりま
せん　�障害福祉課へ
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�８月４日（月）13時～16時　�市民相談
室（南館地下１階）　�市内事業主　�＆
�経済課（�38-2033）
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�８月９日～17日の間、霊園を終日開門
します。車両の乗り入れはできますが、周
辺道路は全面駐車禁止です。バス等をご
利用ください。上記を除く９月30日（火）
までの開閉時間は８時～17時です。＜園
内での注意＞①園内の水道は飲料水では
ありません。②お供え物は、カラス等の餌
になるため必ず持ち帰る。③不要物は必
ずごみ箱に捨てる　�環境課（�38-3105）
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�８月11日（月）13時～16時　�市民相談室
（南館地下１階）　�労務・年金・社会保険・
労働保険相談等　�＆�経済課（�38-2033）
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�＆�恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚
者の本人へ特別慰労品を贈呈　�申請書
は、地域福祉課にあります。申請は、平成
21年３月31日までに右記へ　�平和祈念
事業特別基金（�0120-234-933）※平日・
９時30分～17時15分（土・日・祝日休み）
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�お困りです課（�38-5401）
��������
�８月12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
������
�８月20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
�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
�������	
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�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
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�８月15日（金）　�＆�①精道小学校グ
ラウンド/15時～18時・杉本（�22－6333）
②打出集会所/15時～18時・中村（�23－
2329）③大原集会所/15時～18時・石橋（�
31-8854）④阿保親王塚南西角/16時30分
～18時・内田（�31-7888）　�環境課（�
38-2050）
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�あしや市民活動センター（�57-0511/FAX
57-0512/Ｅメール aia@ashiyanpo.jp）
�������	
��
�８月21日（木）14時～16時※毎月第２木
曜日定例　�あしや市民活動センター
�ボランティア×市民団体マッチング会
�①ボランティアをしたいかた・ボラン
ティア募集したい団体　�上記へ　
�������	
������
�11月21日～22日　�①市役所北側広場
・あしや市民活動センター②市役所会議
室　�市民活動の①パネル展示・交流会
② 講演会・研修会・フォーラムの実施等
�８月21日（木）までにファクスまたはＥ
メールで上記へ※９月上旬に結果を連絡
��������
�＆�月曜日～土曜日・10時～17時内で
週３日のワークシェアリング（有償）　�
①経理業務ができる人②パソコン（エク
セル・ワード・メール）ができる人③市民
活動に興味のあるかた　�上記へ
�������	
���������
�ペットボトルのキャップを集めて、世
界の子どもたちにワクチンを届ける
キャンペーン　�上記へ
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�９月１日～12月31日　�１回1,000円、
１人につき利用券２枚　�70歳以上（今
年70歳になられるかたを含む）または60
歳以上の身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳所持の市民　�８月
１日～10月31日に高年福祉課またはラポ
ルテ市民サービスコーナーへ　�住所・
氏名・生年月日が確認できるもの、印鑑　
�高年福祉課（�38-2044）
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�＆�図書館（�31-2301）
�������	�
�①８月1日②15日（金）いずれも13時30
分～　�①「旅情」②「昼下がりの情事」
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�８月２日・９日・16日・23日・30日（土）14
時～15時　�３歳～小学生中心
�������	
�����
�８月９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）
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�８月４ 日（月）13時30分～15時30分　�
あしや市民活動センター　�市内地区集
会所の地域力アップを目的とする報告＆
交流　�＆�市民参画課（�38-2007）
　
�������	
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�８月５日・12日・19日・26日（火）15時45分
～17時15分（途中入退場自由）　�＆�市
内在住の小学生と保護者を屋内プールに
招待　�＆�芦屋海浜プール（�22-8861）
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�
�児童センター（�22-9229）
�������	�
�
�８月６日・27日（水）①９時～12時②13
時～16時※６日は①のみ・27日は②のみ
�上宮川文化センター・遊戯室　�市内
の子育てサークルに遊戯室を無料開放　
�８月２日（土）９時30分から窓口へ
��������
�８月18日・25日（月）14時～15時　�上宮
川センター・大会議室　�おりがみで小物・
動物作り　�小学生25人（先着）　�段谷貞
子氏　�８月４日（月）９時30分から電話で
�������	
��
�８月７日（木）①10時30分～11時50分②
14時～15時20分　�上宮川文化センター
・ホール　�アニメ「つるにのって」「なが
さきの子うま」ほか１本　�各回100人
�当日会場へ

�������	�
�①８月20日②22日９時30分～11時30分
�市民センター①204室②403室　�①万
華鏡作り②バルーンアート（風船で動物
作り）※①②要予約　�小学生（保護者同
伴可）①15人②20人　�＆�シルバー人
材センター（�32-1414）

�������	
�������
�８月28日（木）10時～13時（受付９時30分
～）　�精道小学校　�小学１年生～６年
生児童・保護者（先着20組）　�給食のメ
ニューの調理実習　�エプロン・三角巾・マ
スク・上靴　�＆�学校教育課（�38-2087）
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�８月31日（日）　�芦屋公園テニスコー
ト　�①男子ダブルス②女子ダブルス
（Ｃ級クラス・シニアクラス）　�各32組・
シニアクラス各16組　�3,100円　�８
月17日（日）までに右記へ　�芦屋市テニ
ス協会（�22-3852）
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�８月30日～31日（１泊２日）　�ピザ窯
づくり・ダッチオーブンを使っての料理・
川遊び・交流会など　�丹波少年自然の
家やまびこ友の会会員50人※会員以外で
も入会すれば参加可　�１人5000円　�
申し込み書を８月19日（火）＜必着＞まで
に送付　�＆�丹波少年自然の家（�
0795-87-1633　〒669-3803 丹波市青垣町
西芦田イゲ32-2）
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�＆�①８月８（金）14時～15時30分・プ
リザーブドフラワーと貝のリース②11日
（月）14時～15時30分・ハーブの石けん作
り③土・日・祝日13時30分～16時30分・緑
化相談　�①3,500円②1,200円　�①②
持ち帰り用の袋　�①１日（金）②４日（月）
までに電話かファクスで下記へ③電話・
ファクス・Ｅメールで　�＆�みどりの
相談所（�34-0031/FAX25-2026 /Ｅメール 
ashiya-park-info@kcc.zaq.ne.jp）
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�８月23日（土）９時30分～12時30分　
�消防本部会議室（仮設庁舎）　�ＡＥ
Ｄ（除細動器）・心肺蘇生法、大出血時の
止血法ほか　�20人（受講者には「修了
証」交付）※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）
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�９月６日～10月４日（土）<全５回>９
時30分～11時30分　�市民センター217室
�ビスタとワード・エクセル2007　�16人
�2,500円　�８月20日（水）までに、はが
きかファクスに住所・氏名・電話番号を
記入し右記へ　�公民館（�35-0700/FAX
31-4998　〒659-0068 業平町8-24）

７月10日までの受け入れ分（敬称略）
�������	
���
＜社会福祉のために＞
●カプラ1000（積み木）４セット、国際ソ
ロプチミスト芦屋　
��������	
���
●10,000円、匿名
�������	
���
＜１.１7あしやフェニックス基金＞
●106,311円、国際ソロプチミスト芦屋

����� ��������
���　８月15日（金）
午後１時　���　老
人福祉会館大広間　
����県
立芦屋高校
ＯＢによる
落語会

�����

�������

��������

����８月22日～24日・午前10時～午後４時（正午～午後１時
除く）※24日は午後３時まで�������１世帯・１品目の申
し込みに限ります。はがきを持参し、希望の品物を申し込んでく
ださい。※重複・代理等の申し込みは不可　����希望の品物
に重複して申し込みがある場合は抽選となります。抽選は８月
24日（日）午後３時から実施し、抽選日翌日に、はがきで通知　�
�����　８月30日・31日午前10時～正午・午後１時～４時※
家具の引き取りはご自身でお願いします。決められた日時に引
き取りにこられない場合は、権利を辞退したものとします。
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���　10月26日（日）午後１時開場（開始午後２時）　��
�　市民センターほか（受験票送付時に通知）　���　基
礎編・上級編（合格は各70点以上）受験者全員にピンバッジ
を進呈※上級合格者上位20人は観光ボランティアに登録可
����基礎編150人・上級編100人　����　3,000円　
�����　８月18日～９月12日・午前10時～午後４時ま
でに、下記窓口へ申込書・受験料を持参、またはホームペー
ジの所定申込用紙に記入し、受験料を現金書留で下記へ郵
送※申込者にはテキストを渡します。　
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