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◆芦屋中央公園の芝生広場が　
　　　　　　人工芝になりました

娃市民の憩いの場として、午前６時か
ら午後９時まで開放しています。夜間
は閉鎖します。　葵公園緑地課（☎38-
2065）

◆「登記手続案内」のお知らせ
娃神戸地方法務局で、４月３日（月）か
ら、登記申請手続に関する質問等の窓
口名を「登記相談」から「登記手続案内」
に変更します。〈要予約〉申請自体の適否
や内容の確認は行うことができませ
ん。　逢＆葵神戸地方法務局東神戸出
張所（☎078-451-7955）

◆平成29年度固定資産税の縦覧
亜４月３日～５月１日（平日・執務時間
内）　唖北館２階32番窓口　阿原則と
して固定資産税の納税者またはその
代理人　姶納税通知書・マイナンバー
カード（個人番号カード）・運転免許証
等本人確認書類※代理人は要委任状　
葵課税課固定資産税係（☎38-2017）

◆固定資産課税台帳に新たに登録され
　た価格に関する審査申出
娃固定資産課税台帳に新たに登録され
た価格に不服がある場合は、４月３日

（月）から納税通知書の交付を受けた日
後３カ月を経過する日までの間、文書
により固定資産評価審査委員会に審査
申出をすることができます。　葵固定
資産評価審査委員会（☎38-2102）

◆交通遺児就学激励金の申請
娃芦屋市社会福祉「友愛」基金より就学
激励金を支給【支給月】９月・翌年３月

【支給月額】小・中学生5,000円/高校生
10,000円　阿交通事故により保護者を
失った、市内在住の小・中・高校生※対
象になるかたは右記へ　葵子育て推進
課（☎38-2045）

◆女性活躍相談
亜４月４日・11日・18日・25日（火）午後
１時～４時　娃女性活躍コーディネー
ターが、再就労・起業・地域活動等の相
談※面接相談１人50分〈要予約〉※上記
の日時以外を希望の場合要相談※一時
保育（０歳～未就学児）あり〈要予約〉　
唖＆逢＆葵男女共同参画センター（☎
38-2022）

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜４月10日（月）午後１時～４時　娃労
働・年金・社会保険・労働保険等相談　
唖＆逢＆葵経済課（☎38-2033）

◆人権相談
亜４月11日・25日（火）午後１時～４時

（当日午前中まで電話予約可）※１人１時

間　唖人権推進課内相談室　哀人権擁
護委員　逢＆葵人権推進課（☎38-2055）

◆地区集会所(県民交流広場）
葵市民参画課（☎38-2007）
※各集会所は午前中のみ受け付け
【たわしの輪（ニットカフェ）】
亜４月６日（木）午前10時～正午　哀上
田氏・山崎氏・井貫氏　挨材料費１個に
つき50円　姶かぎ針６号か７号・アク
リル毛糸（あれば）　逢直接会場へ　唖
＆葵翠ケ丘集会所（☎22-2475）〈水休館〉
【認知症予防のお話と体操パート２】
亜４月11日（火）午後１時30分～３時　
哀潮見高齢者生活支援センター職員等
逢直接会場へ　唖＆葵浜風集会所（☎
38-0960）〈水休館〉
【おしゃべり喫茶(市民交流の場)】
亜４月21日（金）午前10時～正午　挨
200円（コーヒー・お菓子付き）　逢直
接会場へ　唖＆葵前田集会所（☎23-
3899）〈水休館〉

◆はじめてみよう
　初心者のためのボランティア講座
亜４月15日（土）午後２時～３時30分
唖あしや市民活動センター　娃ボラ
ンティア活動のポイントや探し方、気
持ちよく続けるためのコツ、具体的な
活動先を紹介　阿10人（定員になり次
第受付終了）　逢名前と電話番号を
電話かＥメールで右記へ　葵あしや
市民活動センター（☎26-6452/悪aia@
ashiyanpo.jp） 

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜①４月17日（月）②18日（火）午前10時
～正午※一時保育：各回・先着４人〈１
人300円・２歳以上未就学児〉　逢４月
１日（土）から電話かＥメールで下記
へ（日・祝除く）　唖＆葵男女共同参画
センター（☎38-2023/悪josei-ce@city.
ashiya.lg.jp）

◆危険物取扱者試験・保安講習
葵消防本部予防課（☎38-2098）
【危険物取扱者試験】
亜６月11日（日）　唖神戸市ほか７会場

（願書は予防課で配布）　娃甲種・乙種
全類・丙種　姶受験票（写真添付）　逢
①郵送・持参…４月17日～25日に、消
防試験研究センター兵 庫 県 支 部 へ ②
電子申請…４月14日～22日に消防試
験研究センターのホームページへ
【危険物取扱者保安講習】
亜７月～翌年２月　唖神戸市ほか（申
請書は予防課で配布）　阿危険物取扱
作業に従事している危険物取扱者　
逢【第１期】４月上旬～５月ごろ【第２
期】６月中旬以降に兵庫県危険物安全
協会（☎078-333-8032※平日・執務時間
内）へ

登記等相談 亜４日（火）午後１時～４時 　唖市民相談室　娃土地の境界問題・
分筆合筆や登記　逢午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ

公正証書相談 亜11日（火）午後１時～４時　唖市民相談室　娃遺言書等公正
証書　逢午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ

不動産相談 亜18日（火）午後１時～４時　唖市民相談室　娃不動産の取引・
契約　逢４月17日（月）午前９時から電話で上記へ〈要予約〉

行政相談 亜19日（水）午後１時～４時　唖お困りです課　娃国や県への
意見・要望　逢午後０時45分～３時30分お困りです課へ

税務相談 亜毎週月曜日・午後１時～４時　唖市民相談室　娃相続贈与ほ
か税　逢午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ

①家事相談
②法律相談Ⅰ
③法律相談Ⅱ

亜①毎週水曜日②毎週木曜日③毎週金曜日①③午後１時～４
時②午後１時～４時30分　唖市民相談室　娃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　逢希望する週の
月曜日（休日の場合翌日）午前９時から電話で上記へ〈要予約〉

４月の相談 問い合わせ　お困りです課　☎ 38-5401

■10代のためのやすらぎの部屋
亜４月１日・15日（土） 午後１時30分
～４時30分　唖図書館　葵ヨッシー
くらぶ・守上（☎23-6854）

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①４月２日～８日②10日～20日③
22日～30日/午前９時～午後５時（最
終日は３時まで）　娃①石村亜紀子
ＤＥＧＡＧＥＲＥ手づくり帽子展②
小槌町刺し子の会作品展③短歌の会
作品展～短歌は心の依り処～　唖＆
葵あしや喜楽苑（☎34-9287）

■いけばな・お茶の体験教室　
亜４月２日（日）午前10時 ～午後３
時　唖市民センター　阿いけばな30
人・お茶60人　挨各500円　逢＆葵茶
華道協会・小笠原（☎38-0376）

■市民トレッキング（初級）
亜４月２日（日）午前９時～午後３時
唖阪急芦屋川→仁川→仁川広河原→
森林公園→甲山→北山貯水池→北山
緑化植物園→銀水橋（一次解散）→阪
急夙川　挨400円（交通費別）　姶昼
食・水筒・雨具　葵芦屋登山会・平井

（☎32-6415）

■シルバー人材センター作品展
亜①４月５日～30日・午前９時～午
後５時②４月15日（土）午後２時～３
時30分　娃①手作り作品展示会②ポ
プリ入れつくり　挨②300円　唖＆
葵エルホーム芦屋（☎35-8341）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜４月５日・12日・19日・26日（水）午
前10時～午後１時　唖＆葵ワーク
ホームつつじ・山本（☎22-7044）

■60代から始めるピラティス体験
亜４月５日・12日・19日・26日 （水）午
後１時30分～３時〈要予約〉　唖市民
センター　挨800円　逢＆葵NPO法
人シニア生活設計サポート結・山口

（☎31-8389）　

■いきいきと老後を過ごす体験会
亜４月６日・13日・20日（木）午前10時
～11時30分　唖体育館・青少年セン
ター    娃ストレッチ・ラジオ体操・や
さしいヨガ　阿60才以上女性　姶飲
み物・上靴　逢＆葵いきいき体操ク
ラブ・芝野（☎31-2209）　

■スポンジボールテニス教室
亜①４月７日（金）②13日（木）③18日

（火）④25日（火）/①②④正午～午
後１時30分③午前９時～10時30分
唖体育館・青少年センター　阿初心
者　姶体育館シューズ（ラケットは
貸し出し可）　逢＆葵芦屋クオー
ターテニス協会・本田（☎38-7226/悪
haru-honda@jcom.zaq.ne.jp）

■第61回ライブラリーコンサート
亜４月８日（土）午後６時45分～（開
場６時30分）　唖図書館　娃～ 谷 本
華子 ヴァイオリンの夕べ～　愛谷
本華子（バイオリン）・堤聡子（ピアノ）
葵図書館友の会（☎23-1746）

■砕花を知る会
亜４月９日（日）午後１時30分～　
唖富 田 砕 花 旧 居　挨500円　葵富
田 砕 花 顕 彰 会・平 野（☎080-6155-
1316）

■知的障がい児・者のための
　　　　　　　　　　　音楽ひろば
亜４月９日・５月14日・６月11日（日）
午後１時30分～３時　唖木口記念会
館　哀外島敬子氏・富岡美晴氏　挨
会員200円・一般500円　逢氏名・性

別・住所・電話番号を記入し、ファク
スで右記へ　葵芦屋市手をつなぐ育
成会・朝倉（穐31-0670）

■母と子のいこいの部屋
亜４月11日・18日・25日（火）午前10時
～11時30分　唖図書館　娃親子の友
達づくり　阿０歳～未就園児と保護
者　葵バルーン・津田（☎32-2610）

■講演会「福島賠償・廃炉費用を
　　　　　　私たち市民も負担 !!」
亜４月15日（土）午後１時30分～４時
唖リードあしや　哀朴勝俊氏　挨
500円（資料代）　葵原発をなくそう
芦屋連絡会・池上 （☎070-5669-5875）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜４月17日（月）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃交流
会　阿認知症の人を介護している家
族　葵あじさいの会（☎32-7525・社
会福祉協議会内）

■フォークダンス体験会
亜４月17日・24日（月）午前10時～11
時30分　唖市民センター　姶踊りや
すい服装・ダンスシューズ（運動靴
可）・筆記用具　逢＆葵芦屋フォーク
ダンス協会・北川（☎22-1949）

■「遺言の日」記念講演・法律相談
亜４月18日（火）午後２時～５時　唖
ラポルテホール　娃①弁護士による
遺言相続の講演②無料法律相談　阿
①先着50人②先着12人　葵兵庫県弁
護士会阪神支部（☎06-4869-7611）

■折り紙教室
亜４月19日（水）午前10時～正午　唖
図書館　阿成人　姶折り紙・はさみ・
のり　葵段谷（☎34-2546）

■心を病む人の家族の会芦屋家族会
亜４月20日（木）午後１時30分～３時
30分　唖木口記念会館　娃月例会　
逢＆葵芦屋家族会（☎090-1241-0448）

■みんなで歌いましょうin美博
亜４月21日（金）午後１時30分～３時
唖美術博物館　娃みんなで楽しく
歌う　挨500円　姶愛唱名歌集　葵
I LOVE ASHIYA・加藤（☎090-4296-
1790）

■子育てセミナー
亜４ 月21日（ 金 ）午 前10時 ～11時30
分　唖保健福祉センター　娃友達づ
くり～協調性を育む～　挨200円　
姶筆記用具　逢＆葵家庭倫理の会芦
屋市・新地（☎080-4236-1804）

■自閉症・発達障がいの無料相談室
亜４月21日（金）午前10時～午後３
時30分　唖木口記念会館　葵あっと
オーティズム・佐伯（☎090-2701-8660）

■お笑い英会話
亜４月22日（土）午後１時30分～３時
唖木口記念会館　葵芦屋市身体障害
者福祉協会・たつしろ（☎35-5315）

■ポコ ア ポコ発表会
亜４月30日（日）午後２時～４時　唖
市民センター　娃楽器演奏とコーラ
スの発表　葵森岡知子（☎075-954-
8871）

■パソコン講座５月
亜①④５月８日～（毎月曜）※29日
除く②10日～（毎水曜）※31日除く③
12日～（毎金曜）/①午後１時30分～３
時30分②～④午前10時～正午　娃①
ワード中級②エクセル入門③デジカ
メ④個人教室　阿①～③先着10人④
先着５人　挨 ①～③3,000円（教材費
別)〈全３回〉④２時間2,500円　 逢４
月３日（月）から右記へ　唖＆葵シル
バー人材センター（☎32-1414）

■凡例…亜日時（日程）唖会場・場所　娃内容　阿対象・定員　哀講師　愛出演　挨費用（記載のない催しは無料）姶持ち物　逢申し込み　葵問い合わせ

市民のひろば市民のひろば


