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平成24年５月１日～15日生まれ11日（火）13時～13時45分 ��������
�
�
�
�

平成23年11月生まれ市内実施医療機関�������	�
平成23年２月19日～３月13日生まれ13日（木）13時～14時�������	
�
平成21年８月１日～15日生まれ６日（木）13時～14時�������
小児を対象に医師による健診　　　　　　    【要予約】21日（金）13時～14時�������
乳児の身体測定・子育て相談等／母子健康手帳持参５日（水）９時30分～10時30分�����

�
�

食物アレルギー・アトピー性皮膚炎の離乳食  【要予約】３日（月）９時30分～11時�������	
��
就学前の発達など／臨床心理士の相談          【要予約】12日（水）13時30分～16時������

子ども対象
５日（水）13時～14時45分

<歯科センター>�������	�

��������������

�
�
�
�
�
�

40歳以上の女性／マンモグラフィー・視触診（2，000円）
＊２年に１回<豊胸術・ペースメーカー装着・妊娠中・授乳
中のかた不可>                                            　【要予約】

��������������
月～金・午前中��������
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�
�

��������	
�����������
診療時間内　

40歳以上の女性／マンモグラフィー・視触診（2，000円）
＊２年に１回<豊胸術・ペースメーカー装着・妊娠中・授乳
中のかた不可>   　　　　　　　　　　　　　【要予約】

10月31日（水）以降の
予約受け付け中

���������
�������	
���

40歳以上の未受診者／血液検査（1,000円）  　【要予約】11月以降の予約受け付け中��������

40歳以上／特定健康診査や後期高齢者医療健康診査等
で受診できないかた／かく痰検査（希望者 900円）／年
１回　 　　　 　 　 　  　 　 　 　 　 　【要予約】

12日（水）13時～13時30分�����

希望者／問診・胸部レントゲン／年１回必須  【要予約】12日（水）13時～13時30分�������

35歳以上（血縁者に胃がんのかたがいれば30歳以上）
胃Ｘ線直接撮影/年１回（2,500円）　　　　     【要予約】

25日（火）・27日（木）
９時15分～10時30分�����

50歳以上の男性／ＰＳＡ検査（1,000円）　 　  【要予約】　７日（金）午前11時～11時30分�������

40歳以上の国民健康保険加入者（受診券のあるかた）　
�������	
�������������������【要予約】

７日（金）午後：奥池集会所
24日（月）午後：大原集会所

27日（木）午後：上宮川文化センター
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20歳以上／超音波法（1,000円）　　　　　 　  【要予約】21日（金）９時30分～10時��������

成人対象／40歳以上のかたのみ、歯周疾患検診あり
５日（水）13時～14時45分
<歯科センター>�������	�

成人対象／医師による相談　　　　　　　　【要予約】14日（金）午後����

小児から高齢者まで／生活習慣病など　　　【要予約】４日（火）９時30分～11時����

保健師による特定健康診査結果相談　　　　【要予約】11日（火）９時30分～11時����
����
�����
������

����

匿名検査                                          【要予約】14日・28日（金）13時30分～14時��������	
�

専門医によるこころの病気の相談     【要予約】11日（火）13時～14時30分������

難病・障がいのあるかたなどの栄養相談 【要予約】25日（火）10時～12時������

�������	
��������

■���   ９月15日（土）
　　　　　２時～３時30分 
■���　市民センター  　
　　　　　401室
■����こどもの頭痛
■���　芦屋病院小児科・
　　　　　佐治洋介医師　
■���　200円　
■����　直接会場へ
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�������	
���
�看護師（平成25年４月採用）　�有資格
者（免許取得見込み可）　�総務課

�������	
��
�
�９月９日（日）14時30分～　�外来ホー
ル　�山中裕平（バイオリン）・金澤佳代
子（ピアノ）　�総務課

�������	
��������
　９月10日は「世界自殺予防デー」です。
�不眠や気分が沈むなど心の病気の兆候
があればご相談下さい。　�上記または、
兵庫県いのちと心のサポートダイヤル
（�078-382-3566：〈月～金曜日〉18時～翌8
時30分〈土・日・祝〉24時間）へ

�������	
�����
�９月30日までの有効期間のある受給者
証をお持ちで、10月１日以降も引き続き
交付を希望されるかた　�＆�９月28日
（金）までに個別送付済みの申請用紙・書
類を上記へ

��������
　献血にご協力お願いします
�９月13日（木）10時～13時・14時～16時
�市役所北館ロビー（受け付け）

�������	
���
　９月１日より不活化ポリオワクチン接
種が始まります
�市内予防接種実施医療機関〈要予約〉
�接種回数・３回（20日～56日の間隔）
※追加接種は、まだ決まっていません。決
まり次第お知らせします。※すでに生ワ
クチンを１回接種したかたは、残り２回
の接種が必要です。　�生後３カ月～
90カ月（７歳６カ月）　�上記へ

�����
�９月８日（土）10時～12時　�３階東病
棟　�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（13時～１6時）

����������
�９月24日（月）９時45分～11時30分　�
保健福祉センター（調理実習室）　�７～
８カ月の離乳食のすすめかたの講話・試
食・手遊び　�６～７カ月児（第１子）と
保護者・20組〈要予約〉　�母子健康手帳・
バスタオル　�＆�上記へ

��������
�９月26日（水）13時30分～16時　�保健福
祉センター（会議室１）　�①講演「ＣＯＰ
Ｄについて勉強しましょう～少しの動作で
息苦しくはないですか？～」②実習「日常生
活での息苦しさを減らすためのポイント」
�①いまむらクリニック・今村麻衣子医師
②兵庫医科大学病院理学療法士・眞渕敏氏
�30人〈要予約〉　�＆�上記へ

��������	
�����
�10月５日（金）９時30分～11時30分　�
保健福祉センター（①会議室１②調理実習
室）　�①「バランスの良い食事について
お弁当箱を使って考えよう」講話・グルー
プワーク②バイキング形式の試食（保護者
向け）　�２歳～就学前の子どもを持つ保
護者・15人（１歳以上託児あり）＜要予約＞
�母子健康手帳・筆記用具　�＆�上記へ

●��������	
��
�９月14日（金）10時～12時　�アルコール
問題で悩んでいる家族　�＆�地域保健課
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 ��������＊金曜日・20時～23時

　　　　（　）内は診療科目
�21-3131芦屋橋本クリニック（内・透）９/７
�22-9351山田医院（内）９/14
�22-5505野村医院（内・神）９/21
�31-0813松村内科クリニック（内）９/28
�34-0787上條医院（内）10/５

　＊金曜日23時～翌朝７時/金曜日以外の
　   20時～翌朝７時  南芦屋浜病院（�22-4040）

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

�思春期から妊娠・出産、更年期、高齢期の女性ホルモンの働きを知って、
そのときどきの女性の心身の健康について一緒に考えましょう。
■��　９月20日（木）午前10時～正午　���　男女共同参画センター
■��　由っ子クリニック院長（産婦人科医）・宮本由紀子氏　���
テーマに関心のある女性・先着20人 　����　300円　�����　２
歳以上就学前児１人300円・先着８人＜９月13日までに要予約＞　■��
��　講座名・住所・氏名・電話番号・ファクス・一時保育希望者は、子ども
の名前・年齢月齢を記入し、電話・はがき・ファクス・Ｅメール、または下記窓口へ
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�������	
�　９月６日（木）・28日（金）午前10時～正午
����隈本由紀子氏　����　200円　＊直接会場へ

�����〈火曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
�　９月18日（火）午前10時～正午　����
隈本由紀子氏　■���　200円

������〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
��������　９月９日（日）午後１時～４時
����15人　�����100円（ドリンク付）＊直接会場へ

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	������９月10日（月）午前11時～午後１時　■�
���500円　�����　左記へ＜要予約＞

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
����������　９月15日（土）午前10
時～正午　����　200円　＊直接会場へ

�����〈月曜日休館〉
��������（午前中）

�������	
��������　９月16日（日）午後１時～４
時　���　20人　����　200円（茶菓付）　＊直接会場へ

�����〈水曜日休館〉
��������（午前中）

������������９月８日（土）午前10時～正午　�����「浜千鳥」
「知床旅情」　�����音楽療法士　■�����200円　＊直接会場へ

�������〈月曜日休館〉
��������（午前中）

����������　９月21日（金）午後２時～３時　����
隈本由紀子氏　■���　200円（お茶代）　＊直接会場へ

�����〈月曜日休館〉
��������（午前中）

�������	�
������
���　９月８日（土）午前９時出発
����　①芦屋コース（５㎞）山手
夢保育園前から出発②西宮コース
（８㎞）阪急苦楽園口駅前から出発　
����　奥池あそびの広場※お楽
しみ抽選会あり
������出発地点へ直接集合
�������	
�����
���　９月22日（土・祝）午前８時
～10時
���　阪急芦屋川駅前ほか

�������	
��
��
�月～金曜日・10時～19時（土・日・祝日は
10時～17時）※９月の休業日は、13日・20日
（木）　�住民票・印鑑証明書等の交付（税
関係証明書の一部）※本人以外の交付や
届出は委任状が必要（市民課含む）　�ラ
ポルテ市民サービスコーナー（�31-3130）

�������	�
���
�里親とは家庭での養育が困難になった
子どもに、家庭的環境の下で養育を提供す
る制度です。里親になるには研修受講等の
要件等が必要です　�兵庫県西宮こども
家庭センター家庭支援課（�0798-56-8271）

�������	
��
�９月15日～23日は、霊園出入口を24時
間開門します。車両の乗り入れ可、10時～
12時までは混雑します。また、周辺道路は
全面駐車禁止。バス等をご利用くださ
い。�����①園内の水道水は飲めませ
ん②お供え物は必ず持ち帰る③不要物は
ごみ箱へ　�環境課（�38-3105）

�������	
�
�相談専用電話（�38-2022）
�������	
����　
�９月１日（土）/５日・19日（水）/14日・21
日・28日（金）/13時～16時　�夫婦・家族
関係、心の悩みなど
�������	
���������
� ９ 月 １ 日（土）/５ 日・19日（水）/14日
（金）/13時～16時　�夫や親しい関係に
ある男性からの暴力（ＤＶ）

�������	
�
�お困りです課（�38-5401）
�������	
������
�９月４日（火）13時～16時　�市民相談
室　�土地の境界問題・登記相談　�12
時45分～15時30分南館玄関受付へ
��������
�９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分南館玄関受付へ
�������
�９月18日（火）13時～16時　�市民相談
室　�不動産全般に関する相談　�12時
45分～15時30分南館玄関受付へ
������
�９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分お困りです課へ
������　
�９月25日（火）13時～16時　�市民相談
室　�相続税・贈与税など　�12時45
分～15時30分南館玄関受付へ
※各相談は、混雑の状況により早めに受
け付けを終了する場合があります。
�������	
������
�①毎週水曜日②毎週木曜日③毎週金曜
日13時～16時 <要予約>　�市民相談室
�①離婚・相続等②日常生活上の法律問
題等③登記・多重債務等　�希望する週
の月曜日（祝日の場合は翌日）９時から電
話で上記へ

�������	
�����
�９月10日（月）13時～16時　�労務・年
金・社会保険・労働保険等の相談　�＆�
経済課（�38-2033）

��������	
�
�９月11日（火）は「警察相談の日」です。
���������＃9110/�078-361-2110
�������	
���
暴力団110番�0120-20-8930/覚せい剤110
番 �078-361-0110/ス ト ー カ ー・Ｄ Ｖ
110番�078-371-7830/ヤミ金融・悪質商
法110番�078-371-9110/ちかん110番（Ｊ
Ｒ神戸駅ほか）�078-382-0530・�078-222-
1100・�079-224-0110　�芦屋警察署警
務課（�23-0110）

�������	
��	�
�障害福祉課（�38-2043/�38-2178）
�������	
���
�９月21日（金）９時～12時　�尼崎市身
体障害者福祉センター　�身体障害者手
帳所持の肢体不自由者　
�������	
���������
�①ものづくり科・ビジネス事務科・ビ
ジュアルデザイン科・情報サービス科各
10人②総合実務科③食品加工科各15人
�手帳所持者①身体障害者手帳②③療育
手帳　�①②10月１日～30日③９月14日
～10月31日までに右記へ　�県立障害者
高等技術専門学院（�078-927-3230）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	
���
��
�９月１日・８日・15日・22日・29日（土）14
時～15時　�３歳～小学生
�������	�
�＆�９月７日（金）「スター誕生」/21日
（金）「恋の手ほどき」各13時30分～
�������	
�����
�９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）

�������	
�
�＆�上宮川文化センター（�22-9229/
�22-1659）
��������
�９月６日・13日・20日（木）15時～16時
�親子で自由遊び　�１・２歳児（平成22
年４月２日～23年４月１日生まれ）と保
護者・各1６組　�当日10分前に会場で
��������
�９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21年４月２日～平成22年
４月１日生まれの幼児と保護者・各18組
�９月11日（火）９時30分から電話で上記へ
��������
�９月５日・19日（水）①９時15分～10時
30分②10時45分～12時③14時45分～16時
�児童厚生員と自由遊び　�２・３歳（平
成21年４月２日～22年４月１日生まれ）
①②15人③12人　�９月４日（火）９時30
分から電話で児童センターへ

�������	�
�
�９月12日（水）13時～16時　�市内の子
育てグループに遊戯室を無料開放　�９
月３日（月）９時30分から児童センターへ
�������	
�
�火・金の午前中　�児童厚生員との個
人面談　�電話で児童センターへ
��������	
�����
�９月18日（火）９時45分～11時15分　�
「ストレッチ運動」他　�子育て中の母親・
先着30人※託児（２歳以上15人）　�９月
３日（月）13時から電話で児童センターへ
�������	�
�９月20日（木）14時15分～14時45分　�
「カレーライスがにげだした」ほか　�幼
児　�直接会場へ
�������	�
�平成21年４月２日～平成22年４月１日
生まれの幼児と保護者・１日１組　�電
話で児童センターへ

���������	�
�９月７日・21日（金）10時30分～11時30分
�全身体操・リハビリ運動　�65歳以上・
15人　�100円　�お茶・タオル・上靴
�＆�＆�和風園（�23-0485）

��������	
�
�社会福祉協議会（�32-7530）
����������
�①９月14日（金）10時～11時30分②28日
（金）10時30分～11時30分　�保健福祉セ
ンター（高齢者交流室）　�①書道②アー
トセラピー　�各15人　�100円（材料費
別）　�９月３日（月）から上記へ
�������	
���������
�９月15日（土）13時30分～15時30分　�
保健福祉センター（運動室）　�軽スポー
ツ体験など　�市内在住・在勤・在学のか
た　�上記またはスポーツ・青少年課（�
22-7910）まで
�������	��
�９月27日（木）12時～　�保健福祉セン
ター（調理室）　�70歳以上・先着40人 
�500円　�９月３日（月）から上記へ

�������	
���
�９月15日（土）14時～16時　�保健福祉
センター（多目的ホール）　�みんなで支
える障がいのある人の暮らし　�権利擁
護支援センター長・上田晴男氏　�障害福
祉課（�38-2043/�38-2178）

�������	
��
�９月20日（木）10時～11時30分　�茶屋集
会所（和室Ｂ）　�悪質商法にだまされな
いぞ！「こんな経験ありませんか」　�消
費生活専門相談員　�９月14日（金）までに
右記へ　�消費生活センター（�38-2179）

��������	
�����
�９月21日（金）12時30分～15時30分　�
都ホテルニューアルカイック（鳳凰の間）
�参加企業約40社　�参加希望者は履歴
書・障害者手帳を持参の上、直接会場へ
�ハローワーク西宮（�0798-75-6715）

�������	
�����
�９月24日（月）午前10時～12時　�子育
て中の親（祖父母含む）と２歳以上就学前
幼児（託児・１人300円・先着８人）　�９
月１日（土）から、電話または下記窓口へ
�＆�男女共同参画センター（�38-2023）

�������	
���
�９月27日（木）13時～15時　�奥池園地
（雨天時・奥池集会所）　�狂犬病予防注
射・混合ワクチン接種済みの生後５カ月
以上の犬と飼い主10組（※応募多数の場
合は抽選）　�500円　�はがきまたは
ファクスに住所 ・氏名・申込者年齢（傷害
保険のため） ・電話・ファクス ・犬の名前
と種類 ・犬の年齢と性別 ・Ｅメールアド
レス（無ければ不要）を明記して、９月24
日（月）までに右記へ　�動物愛護協会
（�38-2033/�38-2176/〒659-8501経済
課内）

��������	
��
���
�９月29日（土）13時30分～15時30分　�
木口記念会館　�市内在住・在勤の中途
失聴・難聴者とその家族・友人等・医療関
係者　�手鏡・メモ用紙・細字サインペン
�ファクスまたは持参で、氏名・年齢・性
別・住所・電話・ファクスを記入の上、下記
まで　�兵庫県立聴覚障害者情報セン
ター（�078-805-4175 / �078-805-4192）

�������	
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�第１・３金曜日（９月７日～平成25年３
月１日まで）13時30分～15時　�ボール
を使ったストレッチ・呼吸法・バランスの
組み合わせ運動　�あしや喜楽苑　�65
歳以上＜要予約＞※初めてのかた優先
�お茶・タオル　�＆�潮見高齢者生活
支援センター・先谷（�34-4165）
�������
�第１・第３金曜日（９月21日～12月７
日）全６回・14時～15時30分 　�前田集
会所　�椅子を使っての体操・バランス
運動　�65歳以上＜要予約＞　�お茶・
タオル・上靴　�＆�西山手高齢者生活
支援センター（�25-7681）
��������
�毎週金曜日（10月５日～12月21日）全11
回・10時～11時30分　�老人福祉会館　�
簡単筋力アップ体操・バランス運動　�65
歳以上＜要予約＞※初めてのかた優先　
�お茶・タオル　�９月３日～11日までに
下記へ　�介護予防センター（�31-0628）

�������	�
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�＆�①９月13日（木）10時30分～12時・
野菜作りを楽しもう②９月24日（月）10時
30分～12時・秋の寄せ植え③９月28日
（金）10時30分～12時・テーブルで楽しむ
観葉植物の寄せ植え④10月13日（土）10
時30分～12時・木の実で作るアート・ボード
�各20人　�①②佃隆子氏③前田典子氏④
三津山咲子氏　�①800円②③2,500円④
1,500円　�筆記用具・持ち帰り用の袋
�①９月10日②17日③21日④10月10日
の17時までに、講座名・住所・氏名・連絡
先を電話・ファクス・Eメールいずれかで下記
へ　�総合公園（�38-2103/�25-2026/
�midori@ashiyashisogokoen.com）

８月10日までの受け入れ分（敬称略）
�������	
���
＜あしやふるさと寄附金＞
●50万円、小林淳貴子
●50万円、田中眞一

���　９月16日（日）午前10時～午
後２時ごろ＜雨天中止＞　���
芦屋川の上流から下流（阪急芦屋川
駅）まで歩き、芦屋川について調べる
�����　東お多福山登山口バス
停　���　健脚なかた（ハイキン
グ道を歩いて下ります）　����
筆記用具・帽子・タオル・お弁当・水
筒・濡れた場合の着替え・雨具など
�������　住所・氏名・電話番号を
電話またはファクスで下記まで
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