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 �������  　　　 ＊金曜日　20時～23時
　　　　 (　 ) 内 は 診 療 科 目

�32-3399永松クリニック（外）11/７
�22-5124山下医院（内・外）11/14
�31-5588福岡外科医院（外）11/21
�22-3823富永医院（小・内）11/28
�23-0468中村内科（内）12/５

　＊金曜日23時～翌朝７時、および金曜日以外の
　　20時～翌朝７時　南芦屋浜病院（�22-4040）
 ����　　　　　　＊日曜・祝日９時～12時

�23-6471芦屋市歯科医師会
�31-2229�田診療所11/２
�32-1913多田羅歯科医院11/３
�21-5655タバタデンタルクリニック11/９
�35-4618デンタルクリニック ツジ11/16
�22-1712坪内歯科医院11/23
�35-2188戸島歯科医院11/24
�32-6544仁木歯科医院11/30
�23-6430にしき歯科医院12/７

�������
　〈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〉
〈土曜日、18時～21時〉
　��������

●�������
〈日曜・祝日、９時～16時〉
���������
　　　  ����������	��
　（尼崎市水堂町3-15-20）

�������	
��
�試験日・11月８日（土）10時～　�平成21
年４月採用正看護師・助産師15人　�昭和
39年４月２日以降生れの有資格者　�11月
７日（金）17時15分までに下記へ　�総務課

��������
�11月１日～30日　�５階渡り廊下展示
ギャラリー　�宮本秋風氏「木版画展」　
�総務課

�����
�11月８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時以降に）

�������	
��
�
�11月９日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�音楽は国境を越え
て　�イグザビエル（バイオリン）・金澤佳
代子（ピアノ）　�総務課

������
�11月14日（金）13時30分～15時　�南病棟
１階講義室　�糖尿病の治療　�栄養科

������
�11月28日（金）13時30分～15時　�南病
棟１階講義室　�Ｂ型慢性肝炎・急性肝
炎　�桐山診療局長　�栄養科

������������������
�11月４日～８日　�各歯科医師会会員医
院（要予約）　�無料健診と相談（40歳以上は
歯周病検査あり）　�歯科医師会（�23-6471）

�������	
�����
�11月15日（土）９時30分～11時30分　�
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、テキスト　�＆�保健センター

�������
�11月28日（金）９時～11時30分　�医師会
医療センター　�20～70歳代・30人（予約制）
�握力・脚筋力・柔軟性・バランス・持久力の
測定・体操　�＆�保健センター

�������	
����
�������	�
�①11月４日（火）②５日（水）③７日（金）
④12日（水）いずれも13時15分～14時15分
�������①打出小槌町・打出町・春
日町・大東町・高浜町・南宮町・新浜町・西
蔵町・浜風町・浜町・若宮町②奥池町・奥山
・奥池南町・三条町・山手町・三条南町清水
町・月若町・業平町・船戸町・西芦屋町・大
原町・西山町・東芦屋町・東山町・松ノ内町
・山芦屋町・上宮川町・前田町③六麓荘町・
朝日ヶ丘町・岩園町・親王塚町・翠ヶ丘町・
楠町④津知町・川西町・大桝町・公光町・宮
塚町・精道町・茶屋之町・平田北町・宮川町
・平田町・竹園町・呉川町・浜芦屋町・松浜
町・伊勢町・緑町・若葉町・潮見町・海洋町・
南浜町・陽光町・涼風町　�平成19年８月
１日～20年７月31日の間に生まれた乳幼
児と今まで２回の接種が済んでいない７
歳６カ月未満の小児 ※ＢＣＧ、はしか・
風しん混合、おたふくかぜ、水ぼうそうの
予防接種後４週間以内、その他予防接種
後１週間以内のかたは接種できません　
�ポリオ予防接種予診票、体温計、母子手
帳　�＆�保健センター
�������	
��
　昭和50～52年生まれのかたは、ポリオ
の免疫を保有している人の割合の低いこ
とが、厚生労働省の調査でわかっていま
す。ポリオウイルス常在国に渡航する時
等は追加接種を受けることをお勧めしま
す。県内では兵庫医科大学病院小児科外
来（�0798-45-6111 ）、神戸市保健所（�
078-232-7586 ）の病院等（有料、要予約）で
接種できます。

��������	
��
�11月14日（金）10時～12時　�アルコー
ル問題で悩んでいる家族　�＆�上記へ

�������	
���
�11月17日（月）13時30分～15時30分　�福
祉会館　�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

�������	
�����
�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

　環境問題（環境・リサイクル・ポイ捨て禁止）を
テーマとした小・中学生のポスター作品（特選・
入選）を展示します。
���　①11月12日～17日②11月19日～26日
���　①市民センター空中通路
　　　　②市役所北館１階ロビー
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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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���　11月
15日（土）①午
前10時30分～
②午後２時～
���　上宮
川文化セン
ター３階ホー
ル　�����中学生以上500円 ※満席の
場合は、入場を制限する場合があります。

　成人式の当日に、「新成人の抱負・決意等」を発
表するかたを、若干名募集します。　希望される
かたは、11月28日（金）までに下記へ
�������	
����

���　平成21年１月12日（月・祝）午後１時～
２時（０時30分開場）　���　ルナ・ホール　
���　昭和63年４月２日～平成元年４月１日
に生まれたかた
＊11月１日現在、住民基本台帳・外国人登録簿に
　記載・登録しているかたには、案内状を送付。

�������	
��
��
�月～金曜日・10時～19時（土・日・祝日は
10時～17時）※休業日は、11月20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）

�������	
��	�
�芦屋税務署（�31-2131）
　※公共交通機関をご利用ください。
�������	
�	�
���
�11月４日～10日（平日）９時～17時15分
�市役所北館１階　�税の啓発作品展
�������	��
���
�11月13日（木）・14日（金）10時～15時30分
�コープこうべシーア店２階
�������	
�������	�
�11月27日（木）14時～16時　�ルナ・ホール

�������	
���������
�11月８日・22日（土）13時～17時（１時間
単位・待機者がなければ延長可）　�卓球
・バドミントン　�青少年、保護者（小学
校３年生以下は保護者同伴）　�上履き
�体育協会（�31-8228）

�������	
�����
�11月10日（月）13時～16時　�市民相談
室　�各種労務・年金・社会保険・労働保
険の相談等　�経済課（�38-2033）

�������	
�
�お困りです課（�38-5401）
�������	�
�11月11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分に南館玄関受付へ
������
�11月19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　�
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、電話で上記へ

������������������
�11月19日（水）13時30分～17時　�神戸
クリスタルタワー３階　�社会全体の大
きな問題となっている派遣元・派遣先事
業所の二重派遣、派遣禁止業務への違法
な労働者派遣や不安定な雇用問題、偽装
請負等についての研修会　�県内の派遣
受入事業所・請負業務発注者の責任者、担
当者　�＆�兵庫労働局職業安定部需給
調整事業課（�078-367-0831）

�������	
������
�11月18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）

�������	
������
�兵庫県最低賃金は712円（10月22日から）
です。＊産業別最低賃金は、改正審議中　
�兵庫労働基準部賃金課（�078-367-9154）

◆�������	
���
�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
�������	
���
���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
�������	
������
�毎週金曜日・13時30分～15時30分　�
福祉事務所相談室　�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
�������	
�
�����
�11月15日（土）13時30分～15時30分　�
精神保健福祉の現場より　�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・土の
み/Ｅメール ashiya-msc@xui.biglobe.ne.jp）
�������	
���
���
�11月15日（土）10時～12時・13時30分～
15時30分　�ルナ・ホール　�大人1,200
円・子ども1,000円　

�������	
�������
�①融資制度の拡充として、「経営円滑化
貸付」の、融資限度額引き上げ��万円→
１億円（平成21年３月31日まで）②原油価
格高騰・改正建築基準法に伴う住宅着工
戸数の減少に関する金融相談窓口の期間
延長（平成21年３月31日まで）　�県経営
振興課地域金融室（�078-362-3321）

�������	
��
�11月１日(土)10時～21時、２日(日)・３
日(月・祝)９時～18時　�屋台・フリー
マーケット　�当該日400円 （小学生以下
200円）�＆�海浜公園プール（�22-8861）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	
��	��������
�11月８日・15日（土）14時～15時　�おはな
し/小学校１年生以上と保護者・絵本/３歳以
上と保護者　�直接会場へ※途中入場不可
�������	
���
��
�11月１日・22日・29日（土）14時～15時　
�３歳～小学生中心
�������	
�����
�11月８日（土）15時～15時30分　�打出教育
文化センター　�３歳以上（保護者参加可）
�������	�
�＆�11月７日（金）「哀愁」/21日（金）「雨
の朝パリに死す」/いずれも13時30分～　
�先着100人　�直接会場へ

�������	
�
�＆�児童センター（�22-9229/FAX22-1659 ）
��������
�11月５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歳児先着①16人②12人　�11月４
日（火）９時30分から電話で上記へ
��������
�11月６日・13日・20日（木）14時30分～15時
30分　�親子で自由遊び　�１～２歳児と
保護者先着18組　�当日10分前に会場へ
��������
�11月７日（金）10時～11時45分　�お母
さんが元気になる講座　�原坂一郎氏　
�電話で上記へ
��������
�11月12日・26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各先着18組　�
11月11日（火）９時30分から電話で上記へ
�������	�
�
�11月19日（水）13時～16時　�11月４日
（火）９時30分から上記窓口へ
�������	�
�平成21年度の親子クラブ入級希望者の
見学　�平成17年４月２日～18年４月１
日生まれの幼児と保護者　�事前に電話
で上記へ

��������	
�
�11月９日（日）10時～15時（雨天時16日）
�ＪＲ芦屋駅北側ペデストリアンデッキ
�環境処理センター （� 32-5391）
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� ①音楽部門：11月10日（月）15時30分開
演 ②展示部門：15日～17日・９時～17時
（17日は13時まで） 　�①ルナ・ホール②
市民センター　�①合唱、吹奏楽演奏②
美術、英語作品等の展示　�学校教育課
（�38-2087）
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�11月16日（日）10時～16時　� 尼崎市
開明庁舎内中央地区県民交流広場・開明
中公園　�北京オリンピック銅メダリス
ト・朝原宣治氏「家族や仲間とのきずなに
ついての思い」、 はばタンショー、人形
劇、コンサート、お笑いステージ、昔のお
もちゃづくりほか　�阪神南県民局地域
協働課（�06-6481-4397　〒660-8588 尼崎
市東難波町5-21-8）
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�11月19日～12月１日（火曜日除く）９時
～21時30分（日曜日は17時まで）　�市民
センター空中通路　�市内小・中・高の生
徒入賞作品展　�選挙管理委員会（�38-
2100）
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�社会福祉協議会（�32-7530）
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�11月21日（金）11時 ～17時・22日（土）10時
～16時　�パネル展示、手話コーラス、要
約筆記、展示、点字体験など
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�11月27日（木）12時　� 老人福祉会館
�市内70歳以上のかた40人　�500円
�11月12日（水）から上記へ
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�11月30日（日）10時～12時30分　�市民セ
ンター料理室　�朝ごはんづくり　�小学
生の親子14組　�300円　�エプロン・三角
巾　�＆�消費者協会（�38-2179 経済課内）
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�12月６日（土）14時～16時　�三田谷治
療教育院　�よさこいソーラン･音楽
� 11月19日（水）までに右記へ　�障害
福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
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�12月６日（土）14時～16時30分　�徳島
大学教授・荒木秀夫氏　�中・高齢者60人
�11月28日（金）までに右記へ　�＆�ス
ポーツ・青少年課（�22-7910）
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�公民館 （�35-0700/���31-4998　〒659-
0068　業平町8-24）
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�11月８日（土）14時～15時30分　�市民
センター401室　�白内障と緑内障　�
竹田 清子氏　�200円　�直接会場へ
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�11月19日（水）10時～11時30分　�市民
センター401室　�ここまで進んでいる
再生医療　�60人　�京都大学再生医
科学研究所教授・田畑泰彦氏　�300円
�電話またはファクスで上記へ　
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�11月20日～12月4日（木）全３回、９時30分
～11時30分　�市民センター217室　�
フォトストーリーで、デジカメ写真を使っ
たムービー作り　�16人　������円　
�ノートパソコン　�11月８日（土）までに
はがきかファクスで、事業名・住所・氏名
・電話番号を記入し、上記へ　
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�11月22日（土）９時30分～12時30分　�
 消防本部会議室　�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　�先着20人　�
消防本部警防課救急担当（�32-2345）
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�①11月17日（月）②11月21日（金）いずれ
も14時～15時30分　�①公園の木の実・
葉・枝などで作るナチュラルリース②プ
リザーブドフラワーで作るクリスマス
ツリー　�みどりの相談員・①佃隆子氏
②前田典子氏　�①1,500円②3,500円　
�持ち帰り用の大きな袋　�①11月10日
（月）②14日（金）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
記入し右記へ　�＆�みどりの相談所
（�34-0031/FAX35-2026）

10月９日までの受け入れ分　　《敬称略》
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＜あしやふるさと寄附金＞
●������円、西法寺ボランティアネット
　ワーク
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●������円、Ｋ・Ｎ

���　11月20日（木）午前８時30分・出発～午後６時・帰着
予定　���　午前８時、市役所経済課前へ　�����
6,500円（会員�����円）　����
先着40人　�����閑谷学校→
岡山いこいの村（昼食）→牛窓オ
リーブ公園→黒井山グリーンパー
ク　������11月４日～11日
（平日・午前９時～午後５時）に、参
加費を添えて下記へ
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