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���　７月21日（土）①午前10時～②午後2時～
　　　　※各回30分前に開場。満席の場合、入場を制限すること
　　　　　があります。
����上宮川文化センター３階ホール
���　ジョージ・スティーヴンス監督作品〈1951年・米国〉
���　エリザベス・テイラー
　　　　モンゴメリー・クリフト
　　　　シェリー・ウィンタース
���　中学生以上500円　　　　
　　　　※当日券のみ
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　就学前のこどもが集い楽しむひと時「こどもフェスティバル」の
ボランティア出演者（学生・幼児のサークル等）を次の要領で募集し
ます。
���　11月17日（土）午後１時～３時30分　���　体育館・青少
年センター（アリーナ）使用可能スペース８ｍ×15ｍの範囲　��
�　１グループ10分程度の演目で、乳幼児が楽しめるもの（手遊び・
歌・楽器演奏・一緒に参加できるダンス・人形劇等）２演目程度（応募
多数の場合は、実行委員会で決定）※出演（準備）・搬出・搬入にかか
る経費・手間等は自己負担　������７月２日～17日までに下
記へ

　多くの尊い命を奪った悲惨な世界大戦から
65年以上が過ぎ、戦争を体験していない世代が
増えてきましたが、世界中ではいまなお、民族
や宗教、国際的な利害を理由とした戦争や地域
紛争、テロによる暴力が絶えることがありませ
ん。平和の尊さや命の大切さについて見つめ直
し、平和への意識をいっそう高めていくことが
課題となっています。今年も、さまざまな平和
行事に参加しつつ、自分自身の問題として平和
と人権について考えてみましょう。

�����������������������������������������������������������������������������											 
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　昨年７月芦屋市が加盟した平和市長会議は、世界の恒久平和の実現を目指
し、人類の共存を脅かす核兵器・飢餓・貧困等の諸問題の解消、難民問題や人権
問題の解決、環境保護のため、友好と親善を基調としつつ活動をしています。　
　平和市長会議では、2010年12月から「核兵器禁止条約」の早期実現を目指し
た市民署名活動に取り組んでいます。2020年までの核兵器廃絶を目指す「核
兵器禁止条約」の交渉開始等を求める要請署名活動に皆さまのご協力をお願
いします。署名活動は下記の日程で行っています。
���　７月21日（土）午後１時～１時30分・みんなで考えよう「平和と人権」
オープニング・コンサート（ルナ・ホール）／７月23日（月）・25日（水）・26日
（木）・27日（金）午前11時～午後１時・みんなで考えよう「平和展」（市民セン
ター展示場）／８月４日（土）①午前10時～10時30分②午後１時30分～２時・第
50回ふれ愛シネサロン「一枚のハガキ」（上宮川文化センター）／８月15日（水）
午前11時30分～午後０時30分・「平和の鐘を鳴らそう!」（市民センター「優愛の
鐘」前）
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　平和の絵を見て、ご家族で平和の尊さを考え
るきっかけ作りをしませんか。
■��　７月21日～８月15日　����市民セ
ンター空中通路〈火曜日と８月13日は休館〉
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���　８月４日（土）①午前10時30分～12時30分②午
後２時～４時　���　上宮川文化センター３階ホー
ル　���　豊川悦司・大竹しのぶ　ほか／新藤兼人
監督作品　���　各回とも先着150人　����
��直接会場へ　※駐車場はありません。
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���　７月21日（土）午後１時30分～３時30分　���　
ルナ・ホール　���　西垣俊朗（テノール）・西垣千賀子（ソ
プラノ）・永井譲（ピアノ）・永井和子（ソプラノ）・芦屋川木曜
コーラス・芦屋少年少女合唱団　ほか　���　愛しい人よ
こたえておくれ／さよならはいわないで／いのちの歌　ほ
か　���　先着600人　�����　直接会場へ
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　この運動は、国連の定めた世界の平和と人類の福祉の向上のための平和の取り組
みとして始められたものです。一人ひとりの心の中にある「平和への祈りと願い」を
鐘の音に託し鳴らしましょう、ご協力ください。
���　８月15日（水）午前11時45分～午後２時　���　市民センター本館玄関横
の「優愛の鐘」前および401室　���　第１部　平和の鐘を鳴らそう／第２部　戦
争当時の体験談と平和の集い。
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�����　７月21日～８月15
日〈火曜日と８月13日は休館〉　
���　市民センター展示場
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���　７月27日（金）午前９時30分～11時30分　�
��　市民センター401室　���　先着30人　�
��　芦屋の民話／短編アニメ／作って遊ぼう！科
学のおもちゃ（万華鏡ほか）　����　300円　
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���　８月１日（水）午前10時～11時
30分　���　市民センター 401室　
���　先着100人　���　大型紙
芝居「水番ときつねのちょうちん」／人
形劇「あんころもち」／紙コップでにわ
とりを作って遊ぼう！

������事業名・住所・氏名・参加人数を記載
し、はがきかファクスで下記へ

�������	
���������

��������	
��������������

小学生以上が対象のアニメ映
画です。親子で平和の大切さ
を考えてみませんか…
���　①７月26日（木）午前
９時30分～11時30分②７月28
日（土）午前９時30分～11時30
分　����①市民センター
講義室②市民センター音楽室
����①はとよ、ひろしま
の空を／はだしのゲン②つる
にのってーとも子の冒険／火
垂るの墓　■��　各回先着
60人　�����　直接会場へ
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���　８月９日（木）
①午前10時30分～11時
46分②午後２時～３時
16分　����上宮川
文化センターホール　
���　各回とも先着
150人　�����　
直接会場へ

�

�������　親水緑地
�� � � � �　アートピクニック vol.2 呼吸する美術
　　　　　　　　少年少女カヌー体験教室
��������　市立芦屋病院　新病棟完成
　　　　　　　　　
�� � � ��住民基本台帳法が改正されます！！
　　　　　　　　
�������　「芦屋　橋ものがたり」より
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①９:00

②12:00

③15:00

④18:00

⑤22:30
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����������　７月28日（土）午後３時～９時　��
��ブラスバンドの演奏・キッズダンス・フラダンス・和太鼓
の演奏・お楽しみ抽選会・盆踊り・各種夜店40店舗出店
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〈小雨決行〉芦屋浜自治連合会
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��������	�����　７月15日（日）午後４時～８時
����屋台・ステージイベント・ビンゴ大会

��������������
〈雨天決行〉

���������������　７月28日（土）午後５時～８時　��
��模擬店・盆踊り・くじびき　※雨天の場合は体育館で７時まで

������
〈雨天決行〉

�������	
�����　７月28日（土）午後５時～７時　�
���盆踊り・夜店（食べ物・ゲーム）

������
〈雨天決行〉

�������	
	������　７月29日（日）午後３時30分
～８時30分　����夜店・盆踊り・ビンゴ・ミニステージ　ほか

��������
〈小雨決行〉

�������	�
��������　８月25日（土）午後
５時～８時�����ステージイベント・盆踊り・縁日・手
作りゲーム・スポーツクラブ21打出浜フリースローゲーム

�������
〈小雨決行・荒天中止〉

���������	
�����　８月25日（土）午後５時～
８時　���　盆踊り・屋台・ゲーム・だんじりばやし

��������������
〈小雨決行〉
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���　７月22日～12月23日〈日曜日・全
回〉　���　西宮市立中央公民館ほか
���　市内在住の義務教育修了年齢以
の聴覚・言語障害者10人　���　講義・
スポーツ・料理実習など（要材料費）　�
���　電話またはファクスで７月13
（金）までに下記へ〈先着順〉
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　人権擁護委員（法務大臣委嘱）の宮井壽
子氏と、日下部昇氏が、それぞれ全国人権
護委員連合会長表彰、近畿人権擁護委員
合会長表彰を受けられました。
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　いじめ・いやがらせ、名誉毀損、信用問
その他人権に関することでお困りの方は
人権相談をご利用ください。
　秘密は厳守しますので、どなたでもお
軽にご相談ください。《予約制》
■��　７月10日（火）・24日（火）午後１時～
４時〈１人１時間〉　���　市役所北館
階会議室２　����　人権擁護委員　�
����　相談日当日の午前中までに、下記へ
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�����　県内在住・在勤・在学のかた
�����　インターネット上を含む未
表・未投稿の自作作品<各部門・１作品>
※題材は自由（人権文化の進展と人権課
の解決に寄与する内容）　�����　
説（30枚以内）／随想（20枚以内・中学生以
は10枚以内）／詩（２枚以内）／創作童話（
枚以内）　�����　最優秀賞（兵庫県
事賞）一般50,000円・中学生以下は図書カ
ド／優秀賞一般20,000円・中学生以下は図
カード／佳作・記念品（※発表は、11月の
定）　� � � � �　９月20日（木）〈消印
効〉までに、郵送で下記「のじぎく文芸賞」係
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����　
はがきまたはファクス
に、教室名・希望時間・住
所・氏名・学年・電話番号
を記入し、７月18日（水）
〈消印有効〉までに公民
館へ
＊応募多数の場合は抽
　選し、はがきで通知

�������	
����������������������
���　７月30日（月）①午前９時30分～11時30分②午後１時
15分～３時15分　���　市民センター301室　���　小学
１～６年生（保護者可）各25人　����　600円
�������	
����������������
���　８月１日（水）①午前９時45分～11時45分②午後１時
15分～３時15分　���　市民センター料理室　����小
学２～６年生（保護者可）各20人　�����500円
�������	
������������
���　８月２日（木）午前９時45分～11時45分　���　市
民センター301室　���　小学１～６年生（保護者可）20人
�����300円
�������	
�����	�����������
���　８月４日（土）午前９時45分～11時45分　���　市
民センター116多目的室　���　小学４～６年生（保護者
可）20人　����　100円
�������	
���������������������
���　８月６日（月）午前９時30分～11時30分　���　
市民センター 116多目的室　����小学１～６年生（保護
者可）20人　■����500円
�������	�
������������
���　８月９日（木）午後１時30分～３時　���　市民
センター 301室　���　小学１～６年生（保護者可）20人
����　200円　
�������	
�������������
���　８月11日（土）午前10時～11時30分　���　市民セ
ンター301室　���　小学１～６年生（保護者可）30人　��
���200円
�������	
�����������
����
���　８月17日（金）①午前９時45分～11時45分②午後１時
30分～３時30分　���　市民センター301室　���　小
学２～６年生（保護者可）各30人　����　500円
�������	
�����������
���　８月20日（月）午前９時45分～11時45分　���　市
民センター301室　���　小学４年生～６年生（保護者可）20人
����　800円
���������	
�������������
���　８月24日（金）午前10時～11時30分　���　市民
センター 301室　���　小学３～６年生（保護者可）20人
����　500円
�������	
���������������
���　８月27日（月）①午前９時45分～11時45分②午後１時
30分～３時30分　���　市民センター料理室　���　小
学１～６年生（保護者可）各20人　����　500円
��������	
���
���　８月29日（水）①午前10時～11時30分②午後１時30分
～３時　���　市民センター301室����　小学１～６
年生（保護者可）各15人　����　100円
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���　７月７日（土）午後１時30分～３時30分　���　体験学習室　���
30人　���　短冊に願いを込めて笹を飾ります　����青木央氏・小畑
筑津氏（芦屋市書道協会）　���　要観覧料　������７月６日（金）ま
でに電話またはファクスで氏名・年齢・連絡先を記入し上記へ
�������	��
���　７月８日（日）午後２時～<約１時間>　���　展示室　　���　学
芸員が展示の内容を解説　■��　学芸員　���　要観覧料
�������	
��������������������� !�
���　７月14日（土）午後２時～３時30分　���　講義室　���　80人　
���　美術館での作品の保存や取り組みの紹介など　���　相澤邦彦
氏・横田直子氏（兵庫県立美術館 保存・修復グループ学芸員）　�����　
電話またはファクスにて氏名・年齢・連絡先を記入し上記へ
��������	�
���　７月14日（土）午後２時～　���　歴史資料展示室　����学芸
員による展示品や芦屋の遺跡・古墳の解説など　���　要観覧料
�������	�
���※バザール開催は10月20日・21日
���　７月29日（日）午前10時30分～正午　���　講義室　�����
��芦屋ミュージアム・マネジメント（�38-2677）
�������	
���
���　７月29日（日）午後２時～５時　���　体験学習室　�������
小学校高学年までの子どもと保護者35人　�����　往復はがきにイベ
ント名・住所・氏名・年齢・連絡先を記入し７月12日（木）〈必着〉までに上記へ
※応募多数の場合は抽選　
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���　７月１日～７月22日　���　ロビー　���　谷崎の作品「吉
野葛」「蘆刈」「陰翳礼讃」「春琴抄」をイメージして制作した兵庫県丹波市の
陶芸家永江俊昭さんの作品約30点を展示　※７月15日（日）午後３時から、
ロビーで永江さんが作品について解説　���　先着順30人（要予約）　�
��300円（入館料）　�����　上記へ
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���　７月15日（日）・16日（月）午後２時開演　���　ロビー　���　
谷崎の小説「蘆刈」をドラマ仕立てで朗読　���　演劇・朗読グループ「あ
おぞらドラマカンパニー」を主宰する前田伊都子氏　ほか　���　先着40
人（要予約）　����1,000円（入館料含む）　�����　上記へ

�������	
�����
�������	
����

������
������������	
����������������

��������	���
　７月22日（日）は「市民無料の日」です。芦屋市在住・在勤・在学のかたは観
覧料が無料になります。受付で、確認書類のご提示をお願いいたします。
（運転免許証・健康保険証・住民票の写し・住基カード・外国人登録証の写
し・社員証・学生証等）
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���　７月20日（金）午後１時30分～３時30分　���　講義室　���
楽しく歌い、展覧会中の絵の鑑賞　���　500円　����　歌集（愛唱歌
集）　������　I LOVE ASHIYA・加藤（�090-4296-1790）　


