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◆お困りです課の相談
葵お困りです課（☎38-5401）

【土地家屋調査士による登記相談】　
亜６月６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
筆や登記相談　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６月13日(火)午後１時～４時　唖市民相
談室　娃遺言書等公正証書の相談　逢
午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ

【不動産相談】　
亜６月20日(火)午後１時～４時〈要予
約〉　唖市民相談室　娃不動産の取引・
契約に関する相談　逢随時電話予約受
け付け

【行政相談】　
亜６月21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　娃相続贈与ほか税に関する相
談　逢午後０時45分～３時30分南館
玄関受付へ

【相談①家事②法律（弁護士）③法律（司
法書士）】
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〈要予約〉②
午後１時～４時30分〈要予約〉　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）９時から電話で上記へ

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜６月12日（月）午後１時～４時　娃
労働・年金・社会保険・労働保険等
唖＆逢＆葵地 域 経 済 振 興 課（ ☎38-
2033）

◆身体障がい者移動相談
亜６月16日（金）午前９時30分～正午
唖尼 崎 市 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー
阿身体障害者手帳所持の肢体不自由
のかた・障害者総合支援法の対象疾病
に該当するかた　葵障害福祉課（☎38-
2043/穐38-2178）

◆税理士による「税金相談会」
亜６月27日（火）午前10時～正午・午後
１時～４時（１人30分）　娃所得税（譲
渡）・相続税・贈与税・法人税・消費税等
の相談　挨一般1,000円・会員無料　逢
電話またはファクスで下記へ〈要予約〉
唖＆葵芦屋納税協会（☎31-5318/穐22-
3079）

◆女性のためのチャレンジ相談
亜７月６日（木）午前10時～午後１時
唖男女共同参画センター　娃再就職・
起業準備等の悩み相談　阿再就労や起
業、地域活動等を始めようとしている
女性・先着３人〈１人50分・要予約〉
哀萩原紫津子氏（産業カウンセラー 
キャリア・コンサルタント）　逢６月１
日（木）から、電話・Ｅメールまたは下記
窓口へ（日を除く）※一時保育（０歳～
未就学児）は、子どもの氏名・年齢月齢
を、申し込み時に下記へ〈要予約〉唖＆
葵男女共同参画センター（☎38-2023/
穐38-2175/悪 josei-ce@city.ashiya.
lg.jp）

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①６月２日～ 15日②17日～ 30日/午
前９時～午後５時（最終日は午後３時ま
で）　娃①菊谷早苗・紙芝居＆トールペ
イント作品展②北村昌信「野の花」写真
展　逢＆葵あしや喜楽苑（☎34-9287）

■講演「文化薫る美しいまち芦屋をつくる」
亜６月３日（土）午後２時～　唖市
民センター 301室　娃美しい街並み
と住宅・まちづくり　哀竹山清明氏　挨
500円（資料代）　葵古田（☎31-6550）

■芦屋川のゲンジボタル観察会
亜６月３日（土）午後７時30分～　唖阪
急芦屋川駅北駐輪場　娃開森橋上流
でゲンジボタルを観察　葵芦屋川に魚
を増やそう会•山田（☎090-6826-9986）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜６月３日・17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）

■スマホ・タブレット初心者向け講座
亜６月４日（日）午前９時30分 ～ 11時
唖市民センター　挨800円※個人指
導（1,500円/ １時間）　葵シニア生活設
計サポート結（☎31-8389）

■バドミントン体験会
亜６月７日（水）午前９時～正午　唖
体育館・青少年センター　阿18才以
上の女性、初心者・経験者　挨500円
姶体育館シューズ（ラケットは貸し出し
可）　逢＆葵松岡（☎090-2016-5522）
　
■丹波の朝採り有機野菜市
亜６月７日・14日・21日・28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）
　　　　　　　　　　　　　
■ちゃいるどダンス体験会
亜６月８日・15日（木）①午後３時10
分～４時10分②午後４時15分～５
時15分③午後４時45分～５時45分
唖青少年センター　娃①リズム遊
び・ダンス②③ダンス・ストレッチ等
阿①３歳～未就学児②小学校低学年
③小学校高学年　逢＆葵芦屋ちゃい
るどダンス教室・近藤（☎35-2146）

■松元ヒロ爆笑ひとり芝居
亜６月10日（土）　唖上宮川文化セ
ンターホール　娃松元ヒロさんによ
る「憲法くん」ひとり芝居　挨1,000
円（大・高生500円）　逢＆葵片岡（☎
090-7118-2312※保育希望のかた）
　　
■市民トレッキング（中級）
亜６月11日（日）午前８時20分～午後
３時（８時20分ＪＲ芦屋駅改札前集
合）　娃ＪＲ芦屋駅→三宮駅→神鉄
谷上駅→神鉄大池→地獄谷登山口→ 
西尾根分岐→水晶山→杣谷峠→長峰
山→阪急六甲駅　挨400円（交通費
別）　姶昼食・水筒・雨具　葵芦屋登
山会・平井（☎32-6415）　

■母と子のいこいの部屋
亜６月13日・20日・27日（火）午前10時
～ 11時30分　唖図書館　娃親と子の
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）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜６月15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）

■自閉症・発達障がいの無料相談室
亜６月16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）

■みんなで歌いましょうin美博　
亜６月16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）
　
■キッズヨット体験会
亜①６月17日（土）②18日（日）③24日

（土）④25日（日）午前10時～午後４時 
唖県立海洋体育館　阿小学３～５
年生（要予約・ 各回30人）　挨小学生
5,000円※兄弟姉妹は2,000円・保護者
500円〈保険料込み〉　逢６月11日（日）
まで に下記へ　葵Ｂ&G兵庫ジュニア
海 洋 クラ ブ（茜http://bghyogo.web.
fc2.com/taikenkai.html）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜６月18日（日）午後１時30分～４時
唖市民センター 206室　娃行政書士・
税理士が無料でご相談に応じます。
逢＆葵遺言相続専門家相談所ひょう
ご・やなぎ（☎75-9200/穐34-5352）

■芦屋フィル管弦楽団　定期演奏会
亜６月18日（日）午後２時開演（１時30
分開場）　唖ルナ・ホール　娃ウェー
バー /歌劇「魔弾の射手」序曲ほか　
挨大人1,000円/小・中・高生500円　逢
＆葵芦屋芸術村・坂本（☎35-5889)
※日祝を除く午後２時～５時

■折り紙教室
亜６月21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）

■福祉バザー＆バザー用提供品受付
亜６月24日（土）午前10時～午後１時30
分　娃福祉バザー用品提供品の受け
付けは前日まで。食料品・日用品・衣料な
ど　唖＆葵芦屋みどり作業所・大澤（☎
31-4001）

■原発事故の真実　
亜６月24日（日）午後１時30分～４時　唖
上宮川文化センター　娃夫婦漫才コン
ビのおしどりマコ＆ケンさんが語る「原
発事故の真実」　挨500円（資料代）　
逢＆葵池上義三（☎070-5669-5875）
　
■お笑い英会話
亜６月24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）
　　　　　
■エコ折り紙
亜６月24日（土）午後２時～３時30
分　唖翠ケ丘集会所　娃包装紙等を
使ったリース作り　阿10人　挨500
円　逢＆葵あしやエコクラブ岩野

（☎23-1350）※午後８時以降
　　　　　
■自力整体体験会　
亜６月30日（金）①午前９時30分 ～
10時30分②午前10時45分～ 11時45
分　唖前田集会所　娃腰痛対策　挨
500円　姶動きやすい服・水分・汗ふ
きタオル　逢＆葵稲垣（☎090-2016-
8207）※午後４時～８時

■パソコン講座７月
亜＆娃 ①初めてのパソコン：７月３
日・10日・24日（月）②インターネット
で遊ぶ：３日・10日・24日（月）③スマ
ホ教室１：５日・12日（水）④スマホ教
室２：19日・26日（水）⑤個人教室：７
日・14日・21日（金）/①③～⑤午前10
時～正午②午後１時30分～３時30分
阿＆挨①②3,000円〈全３回〉・10人/
③④2,000円〈全２回〉・10人/⑤２時
間各2,500円（パソコン持参可）・５人
逢６月１日（木）から下記へ　唖＆葵
シルバー人材センター（☎32-1414）

■転倒予防体操教室
亜毎週木曜日午後１時～２時30分
唖茶屋集会所　阿60歳以上・10人　
葵芦屋市鍼灸師会（☎23-4359）

市民のひろば市民のひろば
◆第10回あしや市民活動フェスタ
亜６月17日（土）午前10時～午後４時30分
娃未来をつくる芦屋100人（たぶん）会議　
挨一般500円（軽食付き）　逢Ｅメールか
ファクスに氏名・団体名・電話（ファクス）番
号・Ｅメールアドレスを記入し下記へ
逢＆葵あしや市民活動センター（☎26-
6452 /穐26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp）

◆あしや聖徳園パワーチャージプログラム
亜６月17日（土）午後２時～４時　唖和
風園　娃脳活性化プログラム（体験会
＆茶話会）　阿30人　挨300円　逢＆葵
あしや聖徳園（☎32-7552）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜①６月19日（月）②20日（火）・午前10
時～正午※①②のいずれか　阿子育て
中の親（祖父母含む）と子ども（２歳以上
未就学児）※２歳未満の子どもの同伴は
ご遠慮ください。※一時保育（各回・先着
４人・１人300円）　逢６月１日(木)から、
窓口・電話(日曜除く)・Ｅメールで下記へ
唖＆葵男女共同参画センター（☎38-
2023/悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆ワークショップ「男女共同参画社会
　の実現に向けて」
亜７月①１日（土）午前10時～②４日（火）
午後３時30分～③11日（火）午後１時30
分～いずれも１時間30分　唖男女共同
参画センター　娃①『女性活躍の基本計
画内容』②『男女共同参画の基本計画』③

『DV対策の基本計画』　阿市内在住・在
勤・在学のかた・各回15人※一時保育（２
歳以上未就学児・各回先着４人、各開催
日の１週間前までに〈要予約〉）　逢６月
16日（金）までに、氏名・住所・電話番号・
希望日時を電話・ファクス・Ｅメールま
たはセンター窓口へ　葵男女共同参画
推進課（☎38-2023/穐38-2175/悪josei-ce@
city.ashiya.lg.jp/〒659-0065 公光町5-8）

◆ＡＣユナイテッドサマージュニア
　テニススクール
亜７月５日～８月30日（毎水曜・全８回）
７月７日～９月１日 （毎金曜・全８回）　
娃①就学前（４～６歳）クラス・午後３時
～４時②低学年（１～３年）クラス・午後
４時10分～５時10分③高学年（４～６年）
クラス・午後５時20分～６時50分④育成

（中高生まで）クラス・午後７時～９時　
阿 ①８人②～④各10人　挨①②9,000
円 ③12,000円 ④16,000円　逢６月１日
～ 25日までに所定の申込用紙に記入の
上、下記へ※申込用紙はホームページ
からもダウンロードできます　葵芦屋
公園テニスコート（☎34-8886/茜http://
www.ashiya-koentennis.com）

◆ヴィッセル 神戸 芦屋市民応援デー
亜７月８日（土）午後７時～　唖ノエビアス
タジアム神戸　娃ベガルタ仙台戦（自由
席）　阿市内在住のかた（抽選で500人）　
逢６月19日（月）までに往復はがきに①申
込人数（５人まで）②参加者全員の郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号を、返信
面に返信先住所を記入の上、〒652-0855
神戸市兵庫区御崎町1-2-1「ヴィッセル神
戸 芦屋市民応援デー係」へ。結果は、試合
の１週間前までに通知　葵ヴィッセル神
戸チケットセンター（☎078-651-1222/午
前10時～午後５時30分/土・日・祝休）

地区集会所（県民交流広場継続事業）　   　 問い合わせ　市民参画課　☎38-2007

翠ヶ丘集会所  
☎22-2475
(午前中・水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜６月１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　葵左記へ

前田集会所  
☎23-3899
(午前中・水曜日休館)

【まちの寺子屋（絵本、紙芝居、おもちゃなどを作って遊ぶ）】　亜６
月３日(土)午前10時～正午　阿幼稚園児～小学校低学年　葵☎31-
1655（河村）

浜風集会所  
☎38-0960
(午前中・水曜日休館)

【すまいる浜風名画劇場「パリの恋人」】　亜６月13日(火)午後１時30
分開始（０時30分開場）　挨300円（飲み物付）　逢直接会場へ
※改修工事のため10月１日～ 12月31日まで休館します。

潮見集会所  
☎32-4359
(午前中・月曜日休館)

【歌声・音楽喫茶】　亜６月11日(日)午後２時～４時　哀隈本由紀子
氏　挨200円（お茶・お菓子代）　逢左記へ

■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


