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■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

◆国民健康保険料の休日納付相談
亜７月30日（日）午前10時～午後４時
唖南館1階・11番窓口　娃国民健康保
険料の納付相談のみ　葵保険課徴収係

（☎38-2226）

◆こころ豊かな人づくり500人委員募集
（現場で学ぶ地域における子育て支援）
亜８月～平成31年３月　唖尼崎総合
庁舎など　娃子育てサークルや子ど
も食堂など〈計16回〉　阿青少年育成
に興味のあるかた・50人　逢７月31日
(月)までに、専用申込書に住所・氏名・
電話番号等を記入し右記へ　葵兵庫
県阪神南県民センター（☎06-6481-
4634/穐06-6482-0579/〒660-8588 尼崎
市東難波町5-21-8）

◆女性のための面接相談（悩み・法律）
唖＆逢＆葵男女共同参画センター (☎38-
2022）※一時保育あり
【女性のための法律相談】
亜８月２日（水）午後２時～４時（１人30
分間）〈要予約〉※１案件１回限り･係争
中の案件不可　娃女性弁護士による、夫
からの暴力や離婚問題等の法律相談
【女性の悩み相談】
亜①８月４日・25日（金)午前10時～午
後４時/10日(木)午前10時～午後４時・
②８月１日(火)午前10時～正午/18日

（金）午前11時～午後４時※①②とも面
接相談（１人50分）〈要予約〉　娃①心
の悩み（夫婦・家族その他人間関係など
心の整理をお手伝い）②家事調停相談

（離婚・養育費・相続など夫婦・親族間）

◆女性活躍相談
亜８月１日～毎週火曜日・午後１時～
４時※面接相談（１人50分間）※上記以
外の日時の希望は、要相談〈要予約〉　
娃女性活躍コーディネーターによる再
就労、起業、地域活動相談※一時保育あ
り　唖＆逢＆葵男女共同参画センター
(☎38-2022）

◆女性のためのチャレンジ相談
亜８月３日(木)午前10時～午後１時

〈１人50分間・要予約〉　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　哀キャリア・コンサ
ルタント・萩原紫津子氏　逢７月３日
(月)から、電話・Ｅメールで下記窓口
へ(日曜・祝日除く)※一時保育あり　
唖＆葵男女共同参画センター（☎38-
2023/悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆就農希望者向けセミナー・相談会
亜８月６日（日） 午前10時～午後４時 唖
神戸国際会館９階　逢８月４日（金）

〈必着〉でファクス・Ｅメール、また
は「 e ‒ ひ ょ う ご 就 農 セ ミ ナ ー 」検 索
で兵庫県農政環境部農業経営課（☎
078-362-9194/穐078-362-9394/悪

（ 土 ）④29日（ 火 ）/① ③10時30分 ～ 正
午②④午後１時30分～３時　娃①デ
ニム素材のアジサイで作るリース②
ハーブを楽しむ(ハーブ石鹸・ポプリ) 
③アート苔玉作り④バラの育て方　阿
各20人　哀①③前田典子氏②佃隆子
氏④京阪園芸・グリーンアドバイザー・
清水敏志氏　挨①2,500円②1,000円③
2,000円　姶①～③持ち帰り用袋、筆記
用具④筆記用具　逢① 7月30日（日）②
８月14日（月）③19日（土）④当日午前
までにファクス・Ｅメールで講座名・住
所・氏名・電話番号を明記し下記へ　唖
＆葵総合公園（☎38-2103/穐25-2026/
悪ashiyasogo@mizuno.co.jp）

◆権利擁護支援者養成研修・説明会
亜９月～平成30年２月〈土・全11回〉

【説明会】８月19日（土）10時～１時間
程度　唖保健福祉センター　娃権利擁
護支援の基本から成年後見など具体的
な実務まで　阿市内在住・在勤のかた
※要説明会参加　逢＆葵権利擁護支援
センター（☎31-0682/穐 31-0687）

◆夏休み親子パソコン教室・小学生
　　パソコン教室（Windows10講座）
【親子でミニうちわ作り！】
亜８月23日（水)①午前10時～正午②午
後１時～３時　阿小学生と保護者・各
５組　挨300円（教材費含む）

【ペイントソフトでオリジナルシール
作り！】
亜８月30日（水)①午前10時～正午②
午後１時～３時　阿小学生・各５人　
逢８月15日（火）〈必着〉はがきかファ
クスに、希望講座名、時間帯（①または
②）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）親
子パソコン教室は親子の氏名・年齢（学
年）・電話番号を記入し下記へ。※応募
多数抽選、当選者のみはがきで通知　
唖＆葵上宮川文化センター（☎22-9229/
穐22-1659/〒659-0061 上宮川町10-5）

◆潮芦屋トワイライトコンサート
亜７月29日（土）午後６時～８時　娃
ハワイアンの夕べ～モンテベロ市学生
親善使節と楽しむ～　阿100人　愛ヒ
ロ・ハワイアンズほか　挨700円（前売
り500円）、小学生以下は無料　唖＆逢
＆葵潮芦屋交流センター（☎25-0511）

◆親子テニス体験会
亜８月５日(土)午前９時30分～ 11時（雨
天中止）　唖芦屋公園テニスコート　阿
小学生と保護者(祖父母でも可)８組16人
挨１組1,000円　逢７月25日（火）までに
所定の申し込み用紙に記入し、ファクス
または窓口へ　葵芦屋公園テニスコー
ト（☎34-8886/穐34-8884/〒659-0053 松
浜町4-4）

◆ひとり親家庭親睦バスツアー
亜８月27日（日）午前９時～午後６時
頃※８時50分精道保育所前集合　唖
淡路島　娃地引網体験・海水浴・バーベ
キュー　阿ひとり親家庭の親子・40人
挨小学生以上1,000円 未就学児無料　
逢８月10日（木）までに電話で下記へ　
葵子育て推進課こども係（☎38-2045）

　

【７月31日（月）まで】
◆固定資産税・都市計画税（第２期分）
　葵課税課固定資産税係（☎38-2017）
◆法人市民税･事業所税
　　　　　　（決算月が５月の法人等）
　葵課税課管理係（☎38-2015）
◆国民健康保険料（普通徴収）第１期
　葵保険課保険係（☎38-2035）
◆後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　（普通徴収）第１期分
　葵保険課後期高齢者医療係
　　　　　　　　　　　　（☎38-2037）
◆介護保険料（普通徴収）第１期分
　葵高齢介護課管理係（☎38-2046）　

nougyoukeiei@pref.hyogo.lg.jp）へ　
葵地域経済振興課（☎38-2033）

◆図書館の催し
唖＆葵図書館（☎31-2301）
【夏休み怖くて楽しいおはなしの会】
亜８月２日（水）・３日（木）午前11時～11
時40分　阿小学生以上（途中入場不可）
【金曜シネサロン】
亜＆娃８月４日（金）「ツゴイネルワイ
ゼン」 /18日「陽炎座」 ・午後１時30分～
【こどもおはなしの会・えほんの会】
亜８月５日～毎週土曜日・午後２時～
３時　阿３歳～小学生
【打出分室こどもおはなしの会】
亜８月12日（土）午後３時～３時30分
唖打出教育文化センター　阿３歳以上

（保護者参加可・途中入場不可） 

◆児童センターからのお知らせ
唖＆葵上宮川文化センター（☎22-9229/
穐22-1659/〒659-0061　上宮川町10-5）
【夏休みこども自習室】
亜７月25日～８月30日の火・水・金〈８
月２日・30日（水）午前のみ/ ８月15日・
16日休み〉①午前９時30分～正午②午
後１時～５時　阿小学生・15人　逢当
日、上記へ　
【楽しく学ぼう！こども生活講座】
亜７月27日（木）午後２時～３時　娃
元気っこの夏休み健康大作戦！～健康
に気をつけるってどういうこと？～
阿小学生・150人※保護者同伴可　逢
当日10分前から上記へ
【あそびひろば】
亜８月２日･30日（水）午後２時30分～
４時（途中退出可）　娃親子で自由遊
び・歌・絵本　阿０～２歳と保護者・16
組　逢当日５分前から上記へ
【グッピーひろば】
亜８月７日・21日・28日（月）午前10時
30分～11時30分　娃自由遊び・歌・絵
本　阿０・１歳と保護者・16組　逢当日
５分前から上記へ
【うさぎひろば】
亜８月10日・24日・31日（木）午前10時
30分～11時30分　娃自由遊び・体操・
手遊び　阿１・２歳（平成27年４月２日
～平成28年４月１日）と保護者・16組　
逢当日５分前から上記へ
【夏休み体験教室・レッツ！チャレンジ
ダンス】
亜８月21日・28日（月）午後３時～４時
娃基本ステップ・リズム運動ほか　阿
小 学 校 ３ 年 生 ～ ６ 年 生・25人　哀
ふぁーすとすてっぷ代表・井上弘子氏
逢７月18日（火）から窓口または、はが
きかファクスに、教室名、住所、氏名、学
年、電話番号を記入し、上記へ※定員に
なり次第締め切り
【夏休みこども卓球ひろば】
亜８月23日（水）①午後２時～２時45
分（１・２年生）②午後３時～３時45分

（３年生以上）　阿各25人　逢当日５
分前から上記へ※定員になり次第締
め切り

【まゆこさんの楽しいお話シアター】
亜８月24日（木）午後２時～３時　娃
からくり布シアター「金のがちょう」
他　阿小学生・150人　逢当日10分前
から上宮川文化センターへ
【チャレンジクラブ追加募集】
亜９月４日（月）～〈全17回〉午後３時
30分～４時15分　娃ストレッチ・運動
遊び　阿小学１・２年生４人　挨1,700
円（年額）　逢８月３日（木）までに、窓
口またははがきかファクスで教室名、
住所、氏名、学年、電話番号を記入し、児
童センターへ。※応募多数抽選、当選者
のみ通知

◆子育てセンター キッズクッキング
「みんなでつくろう！お昼ごはん」
亜８月５日（土）午前10時～午後１時　唖
保健福祉センター　阿小学２～６年生・
24人　哀芦屋栄養士会　挨500円（当日徴
収）　姶エプロン・三角巾・マスク・お茶・上
ぐつ　逢７月18日（火）午前９時～下記へ
葵子育てセンター（☎31-8006）

◆さわやか教室（介護予防事業）
亜７月24日～９月４日〈月・全６回〉午前
10時～11時30分※８月14日を除く　唖保
健福祉センター　娃口腔ケアと栄養
阿市内在住65歳以上・15人〈要予約〉　　姶
お茶・筆記用具　逢７月15日～ 21日に下
記へ　葵介護予防センター（☎31-0628）

◆和風園の催し
唖＆逢＆葵和風園（☎23-0485）
【いきいき健康体操教室】
亜８月４日・18日（金）午前10時30分～
11時30分　娃全身体操・リハビリ運動・
ヨガ体操　阿65歳以上・各15人程度
挨100円　姶お茶・タオル・上靴
【高齢者栄養改善教室】
亜８月31 日（木）午前10 時～11 時30
分　娃家庭でできる簡単調理・栄養指
導　阿65 歳以上・10 人程度　挨300 円
姶エプロン・三角巾

◆社会福祉協議会の催し
【こどもおたのしみ会】
亜７月17日（月）午後２時～４時　唖市
民センター　娃ボランティアグループ

「芦っ子」による大きな絵本・歌ほか　
阿幼児と保護者　逢＆葵ボランティア
活動センター（☎32-7525）
【認知症サポーター養成講座～基礎編～】
亜７月20 日（水）午前10 時30 分～正
午　唖保健福祉センター　阿市内在
住・在勤・在学のかた・15 人　逢＆葵
社会福祉協議会（☎32-7525）
【ファミサポ「地区別交流会」】
亜８月22日（火）午前10時～11時30分
唖保健福祉センター　娃スノードーム
水族館を作ろう　阿会員、活動に関心
のあるかた・20人　挨500円　逢＆葵
ファミリー・サポート・センター(☎25-
0521)
【しょうがい者とのスポーツ交流ひろば】
亜８ 月22日（火）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃障がい
者スポーツ種目の体験　阿市内在住・
在勤・在学のかた　逢＆葵社会福祉協
議会（☎32-7530）またはスポーツ推進
課（☎22-7910）

◆昭和42年六甲山系豪雨土砂災害
　　　　　　　　　から50年講演会
亜７月29日（土）午後１時～４時　唖兵庫
県看護協会ハーモニーホール　娃＆哀①
土砂災害から命を守る仕組みの構築/神
戸大学名誉教授・沖村孝氏②災害を忘れ
ない/神戸新聞論説委員長・三上喜美男
氏　逢ホームページまたは電話で（茜
https：//sanka.sabopc.or.jp/☎0120-301-
780）へ　葵防災安全課（☎38-2093）

◆総合公園８月の園芸講習会 
亜 ①８月６日（日）②21日（月）③26日

登記相談 １日（火）午後１時～４時（※２） 土地の境界問題・分筆合筆・
建物の新築・増築等の登記

公正証書相談 ８日（火）午後１時～４時（※２） 遺言書等公正証書　

不動産相談
〈要予約〉

22日（火）午後１時～４時
〈随時予約受付〉

不動産の取引・契約に関す
る相談

行政相談 16日（水）午後１時～４時（※３） 国や県への意見・要望　

税務相談 毎週月曜日
午後１時～４時（※２） 相続・贈与・土地売却等の税

家事相談〈要予約〉 毎週水曜日
午後１時～４時（※１）

夫婦・親子・離婚・相続など
家庭における問題

法律相談〈要予約〉
①弁護士

②司法書士

①毎週木曜日午後１時～４時30分
②毎週金曜日午後１時～４時

（※１）
①日常生活上の法律問題等
②登記・多重債務等　

８月の専門相談 唖＆葵　お困りです課　☎ 38-5401

逢（※１）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　
　（※２）午後０時45分～３時30分南館玄関受付へ　（※３）お困りです課へ


