
�
������������������	
�����������	

���������

�������	
����������

�������	
��
�試験日・11月８日（土）　�平成21年４
月採用看護師・助産師　�昭和39年４月
２日以降生れの有資格者・取得予定者　�
11月７日（金）17時までに右記へ　�総務課

��������
�10月１日～31日　�５階渡り廊下展示
ギャラリー　�「心を伝える一筆画」都築
彩道氏　�総務課
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�
�10月５日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�生きる勇気をピアノ
の音に乗せて　�新澤隆志氏　�総務課

������
�10月10日（金）13時30分～15時　�南病
棟１階講義室　�食事（２単位・160kcal）を
体験試食　�500円　�栄養科
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�10月11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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�①10月27日（月）13時30分～16時②29日
（水）13時30分～16時③31日（金）10時～12
時30分　�①保健センター②医師会医療
センター③市民センター料理室　�各30
人（予約制）　�①講演「高血圧の薬と食
事のあれこれ」「血圧が高めのかたの食事
について」②ウォーキングとコアトレー
ニング③「血圧の高めのかたのヘルシー
料理」・調理実習　�①あずみクリニック
・安住吉弘氏、保健センター管理栄養士②
体育協会トレーニング指導士・松永氏③
保健センター管理栄養士　�③600円　
�②運動できる服装・上靴③エプロン、三
角巾　�上記へ
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�10月20日（月）10時 ～11時30分　�「体
の調子が悪い時の食事」試食あり　� １
歳６カ月～３歳児と保護者 30組（要予
約） 託児先着15人　�＆�＆�上記
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�10月18日（土）９時30分～11時30分　�
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　�助産師・臨床心理士　�妊娠24週
以降のかた20組・産後５カ月未満のかた
10組（要予約）　�母子健康手帳、バスタ
オル（乳児用)　�＆�＆�保健センター
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�10月９日（木）14時～16時　�市民セン
ター 401室　�言語聴覚士・歯科衛生士
による講演　�介護関係者　�上記
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�10月10日（金）10時～12時　�アルコー
ル問題に悩んでいる家族　�＆�上記へ
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�10月20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　�＆
�上記内「あじさいの会」事務局へ
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�10月30日（木）10時～15時　�調理実習
と講話「メタボ予防と食生活の改善」　�
30歳以上の男性30人　�はがき、電話、
ファクスで10月15日（水）までに下記へ　
�＆�芦屋いずみ会事務局（〒659-0065
公光町1-23　上記内）
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�10月30日（木）14時～16時30分　�市民
センター 401室　�＆�「家庭でできる
リハビリテーション」県立尼崎病院理学
療法士・山田典夫氏/「音楽に包まれて、豊
かなひと時を」音楽療法士・吉田百合子氏
�パーキンソン病の患者・家族100人　�
10月10日（金）までに上記へ
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�10月15日（水）10時～12時　�「食べ物
と子どものいのちを考える」をテーマに
食の疑問・不安について　�20組　�神
戸大学名誉教授・保田茂氏　�300円　�
はがき、電話、ファクスで10月８日（水）ま
でに右記へ※インターネット「e- ひょう
ご」からも申し込み可　�＆�健康福祉
事務所（〒659-0065公光町1-23）
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　結核の症状として、主に長引く咳（２週
間以上）や微熱等があります。症状があれ
ば早めに医療機関を受診し、レントゲン
検査等の受診を勧めます。また、健康診断
を受ける機会があれば積極的に受診して
ください。平成19年には、県全体で1,200人
程度の発生があり、市内でも18人の新規
患者が発生しています。症状があれば、
早めに医療機関を受診しましょう。
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　＊金曜日20時～23時

�22-1641松葉医院（内）10/３
�23-1771芦屋セントマリア病院（外・内・整）10/10
�34-7077大谷整形外科眼科（整・眼）10/17
�23-7117さわだクリニック（内）10/24
�38-0107藤崎整形外科（整）10/31
�32-3399永松クリニック（外）11/７
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�23-6471芦屋市歯科医師会
�32-3836小寺歯科医院10/５
�38-5577ごん歯科医院10/12
�32-4180崎田歯科医院10/13
�34-6731西田歯科医院10/19
�25-1182こうだ歯科クリニック10/26
�31-2229高田診療所11/２
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　〈日曜・祝日、９時～17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〉
　耳鼻咽喉科
　　　　（土曜18時～21時）
　��������
　　　  �������������
　  （尼崎市水堂町3-15-20）
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最近のペットブームにより、ペットが原因の
トラブルも増えています。
　公園内でリードを放したり、フンの放置や
ブラッシングをした毛を放置するのもマナー
違反です。

　散歩の際にはマナーを守り、みんなが心地
よく利用できる公園にしましょう。
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�配食員　�普通自動車運転免許取得者
１人　�履歴書を、10月10日（金）<必着>
で右記へ　�芦屋ハートフル福祉公社
（�38-3122 〒659-0054 浜芦屋町3-26）
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�平日・10時～19時（土・日・祝日は17時ま
で）※休業日は10月９日・16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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�10月６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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�
�お困りです課（�38-5401）
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�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分に南館玄関受付へ
�������	
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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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�未払い分を、10月15日（水）に指定の口座へ
振り込みます。<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※３歳到達後の翌月から、
第１子および第２子の手当額が月額5,000円
になります。 　�こども課（�38-2045）
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�10月20日（月）13時～16時　�市民相談室
�労務・年金・社会保険・労働保険相談等
�＆�経済課（�38-2033）
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�10月21日（火）①13時30分～②14時30分～
�市民相談室　�財産侵害・多重債務など
�高年福祉課（�38-2044）
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�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
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���月21日（金）９時30分～　�伊丹健康
福祉事務所　�手帳所持の肢体不自由者
�������	
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�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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�事業主は労働保険の加入手続き・保険
料の申告・納付が義務付けられています。
�西宮公共職業安定所（�0798-75-6712）
・西宮労働基準監督署�（�0798-26-3733）
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�10月１日～12月31日　�募金は地域福祉
活動に役立てます。ご協力をお願いします。
�共同募金委員会（�32-7530）
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�
�児童センター（�22-9229/FAX22-1659）
��������
�10月２日・９日・23日・30日、14時30分～15時
30分　�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
��������
�10月８日・22日（水）①９時30分～10時30
分②10時45分～11時45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　�10月７日
（火）９時30分から電話で
�������	
��
�10月15日（水）10時～11時30分　�上宮
川文化センター　�卓球　�幼稚園児・
小学生の保護者（※子ども同伴不可）　�
電話かファクスで上記へ
�������	�
�
�10月15日・13時～16時/29日・９時～12時　
�市内子育てサークルに遊戯室無料開放　
�10月２日（木）９時30分から窓口へ
��������	
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�10月24日・11月21日・12月５日（金）10時～
11時45分　�幼稚園・小・中学校の保護者25
人※３回受講できるかた　�小川洋子氏
�10月２日（木）９時30分から電話で
��������	�
�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
���������
�親子クラブの見学を受け付けています
�平成17年４月２日～18年４月１日生ま
れの幼児と保護者　�電話で上記へ

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	�
�①10月３日（金）②17日（金）13時30分～
�①「隠し砦の三悪人」②「風雲児信長」
�������	
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�10月４日・11日・18日・25日（土）14時～
15時　�３歳～小学生中心
�������	
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�10月11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）

�������	�
�①10月４日（土）10時～13時30分②14日（火）
・27日（月）　�①ハロウィーン飾り・料理②
絵本の読み聞かせ　�①10人（幼・小学校
低学年と保護者）②乳幼児(15時～15時45分)
・小学生（16時～16時45分）と保護者　�①
大人500円　�＆�西蔵集会所（�32-0764）

�������	�
�10月４日（土）10時30分～16時　�ほっと
すぺーす祭（室内楽演奏・子どもフリーマー
ケット・作品展・有料喫茶・軽食等）　�＆�
潮見集会所（�32-4359）

�������	�
�①10日②24日10時～12時　�ほんわかカ
フェ・おおはら①健康体操②歌声喫茶 　�
各20人　�①②150円　�①浴用タオル　
�＆�大原集会所協議会・今村（�34-2364）
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�10月９日（木）９時～１７時　�播磨科学公
園都市ほか　�40人　�　3,500円（会員外
4,500円）　�10月１日（水）９時～電話で下記
へ　�芦屋ハートフル福祉公社（�38-3122）
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�
�10月11日（土）①13時～②15時～　�体育
館・青少年センター競技場　�握力、上体お
こし、長座体前屈等※健康・体力づくり相談
�６歳～79歳　�10月７日（火）までに下記
へ　�スポーツ・青少年課（�22-7910）
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��
�10月23日（木）12時　�老人福祉会館　
�70歳以上40人　�500円　�10月８日
（水）から社会福祉協議会（�32-7530）へ

�������	
�
�10月23日（木）９時30分～12時　�市民
センター201・202室　�「わたしの再就職」
内田潮路氏　�再就職希望の女性30人　
�電話かファクスで、セミナー名・住所・
氏名・電話番号、一時保育希望のかたは子
どもの氏名・年令・性別を明記し下記へ　
�経済課（�38-2033/FAX38-2176）

�������	�
�10月24日～３月13日第２・４金曜日＜全
10回＞13時30分～15時　�前田集会所　
�いすを使った体操・運動　�おおむね
65歳以上のかた〈要予約〉　�お茶・タオ
ルなど　�＆�西山手高齢者生活支援セ
ンター（�25-7681）へ

�������	
�
�10月26日（日）８時・精道保育所前（集合）
�鈴鹿サーキット　�母子家庭の親子40人
�中学生以上2,000円、幼児（４歳以上）、小学
生1,000円※交通費・入場料含む、食事等は各
自負担　�10月１日（水）９時～電話で下記
へ　�こども課（�38-2045）
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��
�10月26日（日）８時30分～　�体育館・
青少年センター前（集合）・兵庫県たつの
市　�本協会員3,500円・非会員（一般）
4,000円・非会員（学生）3,500円　�＆�ス
ポーツ・青少年課（�22-7910）

��������	�
�11月16日（日）10時～　�阪神尼崎駅南の
開明中公園～尼信博物館などを巡る※参加
者にマップと記念品　�親子20組　�往復
はがきに住所・参加する親子全員の氏名・生
年月日・電話番号を記入し10月22日（水）<必
着>で右記へ　�阪神南県民局地域協働課
親子タウンウォーク係（�06-6481-4397　 
〒660-8588 尼崎市東難波町5-21-8）

�������	
�������
�10月26日（日）９時40分～12時　� 公開保
育（１～５歳児学級）・幼児作品展　�10月
16日（木）までに電話・ファクス・Ｅメールで
右記へ　�県立こばと聴覚特別支援学校
（�0798-53-5061/FAX0798-53-5062/Ｅメー
ルkobato-ro@hyogo-c.ed.jp）

��������	
�
�みどりの相談（�34-0031/FAX25-2026）
�������	
�����
�10月５日（日）14時～15時30分　�園内
の生き物観察等　�300円　�10月４日
（土）までに電話かファクスで、住所・氏名・
電話番号・講座名を明記し上記へ
�������	
�������
�10月17日（金）14時～15時30分　�20人
�3,500円　�作品持ち帰り用の袋　�10
月10日（金）までに電話かファクスで、住所
・氏名・電話番号・講座名を明記し上記へ
�������	
���
�10月20日（月）14時～15時30分　�3,500
円　�作品持ち帰り用の袋　�10月13日
（月）までに電話かファクスで、住所・氏名
・電話番号・講座名を明記し上記へ　

��������
�10月18日（土）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※受講者には「修了証」交付、
グループ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）

�������	
���	��
�＆�①10月22日・29日(水)＜全２回＞
10時～12時「ワードで年賀状とポチ袋」②
10月22日・29日(水)＜全２回＞13時～15時
「シニアパソコン・ワードでカレンダー作
り」③11月５日・12日(水)＜全２回＞○ア10
時～12時○イ13時～15時「ワードで年賀状
と箸袋」　�①③両日受講できるかた６
人②両日受講できる60歳以上のかた６人
�①②③各1,000円　�はがきに、希望教
室・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
10月10日（金）<必着>までに下記へ　�
＆�上宮川文化センター（�22-9229 〒
659-0061 上宮川町10-5）

�������	
�
�①10月25日②11月1日③11月8日④11月
15日13時30分 ～ 15時　�海技大学校305
教室　�①数学②化学③物理学④航海学
� 80人　� 1,000円　� 往復はがきに、
希望講座・郵便番号・住所・氏名・電話番号
・年齢・性別を記入し10月11日（土）までに
右記へ　�海技大学校庶務課「公開講座」
係（�38-6201 〒659-0026 西蔵町12-24）

９月９日までの受け入れ分＜敬称略＞
�������	
���
＜あしやふるさと寄附金＞
●103,450円、西本賢史
�������	
�����
●グランドピアノ１台、森村美佐子
�������	
��
●備品多数（93万円相当）、匿名
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神戸公証センター  　�078-391-1180
尼崎公証人合同役場　�06-6411-2777
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　国・役所の仕事、国立病院や国立大
学、独立行政法人や特殊法人の仕事、
道路、年金、医療保険、福祉、雇用など

���　10月14日（火）午後１時～４
時（受付：午後0時45分～３時30分 南
館受付へ）���　市民相談室
����　公証役場公証人

���　10月15日（水）午後１時～
４時（受付：午後0時45分～３時30分
直接会場へ）　���　北館２階会
議室３　����　行政相談員

������ ������

　秋の１日、皆さんでさわやかな
汗を流しましょう。老人クラブ会
員以外のかたも、お気軽にご参加
ください。＜雨天中止＞
���　10月５
日（日）午前10時
～午後２時30分
���　川西運
動場

�������	�

　西宮市・芦屋市の美術館、博物館、
酒蔵等を結ぶ「阪神南地域ループバ
ス」を運行します。途中下車が自由
でお得な１日券で、阪神南地域の芸
術、文化に触れてみませんか。
���　10月12日～11月24日（日・
祝・振替休日）阪神西宮午前10時始
発～午後４時終発（30分間隔で運
行）　�����１日乗車券大人
500円・子ども250円※乗車券は乗車
の際に、添乗員からご購入ください。
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