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く ら し の 情 報 ガ イ ド
画 セ ン タ ー（ ☎38-2023/悪josei-ce@
city.ashiya.lg.jp）

◆「アサガオ」キ・テ・ミ・ル・会
亜８月19日・９月16日・10月21日（各月第
３土曜日）午後２時～３時30分　娃お茶
とお菓子とのんびり空間でゆっくりお
話し　阿15歳～ 30歳代の人　唖＆逢＆
葵若者相談センター「アサガオ」（☎22-
5115・火～土曜日・午前10時～午後４時）

◆手づくりオモチャ体験！
亜８月28日（月）午前９時30分～ 11時
唖体育館・青少年センター　娃身近な
材料を使ったオモチャ作り　阿市内在
住の小学１～３年生・60人※応募多数
の場合抽選　逢往復はがきに住所・氏
名（ふりがな）・性別・小学校名・学年・
電話番号を記入の上、８月１日～８日

〈消印有効〉に下記へ※結果は返信用
はがきで通知　葵青少年育成課（☎22-
0358・〒659-8501 住所不要）

◆人形劇の会（ももいろキャベツ）
亜８月29日（火）午前10時15分～ 11時
30分（10時開場）　阿幼児～小学校低
学年・先着80人※保護者同伴可　愛人
形劇団「えぷろん」　逢８月９日（水）午
後１時30分から、電話か直接下記窓口
へ　唖＆葵図書館（☎31-2301）

◆阪神青い鳥学級南支部芦屋教室
亜９月15日（金）・10月20日（金）・10月
27日（金）　唖市民センターほか　娃
陶芸・セルフストレッチ・課外授業など
阿16歳以上の視覚障がいの人・10人　
挨昼食代、課外授業の交通費　逢８月
16日（水）までに右記へ　葵公民館（☎
35-0700）

◆「創業塾」を開催します
亜①８月26日②９月２日③９日④16
日（土）/午後１時～６時〈全４回〉　唖
芦屋市商工会館　娃創業までの準備か
ら成功に向けての経営ノウハウの講座
阿市内で開業予定・開業５年未満の
人/35人※申し込み多数の場合抽選※
託児スペースあり〈要予約〉　挨１人
3,000円　逢８月17日（木）までに芦屋
市商工会（☎23-2071）へ　葵地域経済
振興課（☎38-2033）

◆ストーリーテリング入門講座
亜①９月６日②10月４日③11月１日
④12月６日（水）/午前10時～正午〈全
４回〉　娃初心者向けのストーリテリ
ング講座　阿20人・４回全て参加し、
講座終了後に活動できる人　哀兵庫県
子どもの図書館研究会代表・芦田悦子
氏　逢８月２日（水）午後１時30分か
ら、電話か直接下記窓口へ　唖＆葵図
書館（☎31-2301）

◆第２期 芦屋公園テニススクール
亜＆娃【実戦コース・９月５日～・毎火
曜】①初級②初中級③中級④上級【基本
コース・９月７日～・毎木曜】⑤初級⑥
中級⑦初心～初級【シニアコース・９月
８日～・毎金曜】⑧エンジョイ※時間等
詳細は下記へ　阿①～④各10人、⑤～
⑧各20人（⑧年齢65歳以上・初級以上）
挨18,000円〈 全12回 〉　逢８ 月 １ 日 ～
20日に申し込み用紙に記入し下記へ
※応募多数の場合抽選　葵芦屋公園テ
ニスコート（☎34-8886/穐34-8884）

◆広報あしや赤ちゃんモデル募集
娃本 紙 ９ 月15日 号 に 掲 載 予 定 の 赤
ちゃんモデルの募集　阿平成29年１
月１日～８月１日に出生した市内在
住の赤ちゃん・５人程度※８月17日～
25日の日中に職員が自宅を訪問し、掲
載用写真を撮影　逢Ｅメールに「表紙
モデル希望」・住所・子の氏名・生年月
日・性別・保護者氏名・電話番号を記入
の上、８月10日（木）までに下記へ※応
募多数の場合抽選　葵広報国際交流課

（☎38-2006/悪koho@city.ashiya.lg.jp）

◆「地籍調査事業」を実施します
亜８月～ 12月　唖呉川町　娃国土調査
法に基づく地籍調査。市が委託した事業
者が、土地所有者等と立会い、官民境界
となる街区外周（道路などと民有地の境
界）の測量を行い、地図（地籍図）および
地籍簿を作成　葵道路課（☎38-2062）

◆こども環境作文コンクール作品募集
娃夏休みに出会った自然のこと、環境
を守るためにしたいことなどがテーマ
の作文※表彰等も予定　阿市内在住・
在学の小学生　逢作文（800字程度）と
応募用紙・アンケートを、持参・郵送ま
たはファクスで９月29日〈必着〉まで
に右記へ　葵環境課（☎38-2051/穐38-
2162/〒659-8501 住所不要）

◆芦屋市民ステージ参加団体募集
亜平成30年10月６日～ 11月18日　唖
ルナ・ホール　娃文化活動の成果発表
の場として提供し、本番日の会場使用
料を市が負担援助します　阿市民主
体の団体　逢参加申請書を８月17日

（木）までに下記へ※募集要項は下記で
配布（火曜日休館）　葵市民センター

（☎31-4995/穐31-4998/〒659-0068 業
平町8-24）

◆NPO・ボランティア活動相談
亜毎週火・金曜日　娃NPO設立・メン
バーの集め方・資金開拓・他団体との
協働など　逢電話かメールで、名前と
電話番号を右記へ　唖＆逢あしや市
民活動センター（☎26-6452/悪aia@
ashiyanpo.jp）

◆人権相談
亜８月８日・22日（火）午後１時～４時

（随時予約受け付け）※１人１時間　唖
人権推進課相談室　娃人権擁護委員
による相談　逢＆葵人権推進課（☎38-
2055）

◆芦屋７７７プロジェクト
亜８月１日～ 26日　娃【期間イベン
ト】ふれあいCafé（各体験教室）　唖
＆葵あしや市民活動センター（☎26-
6452/茜hｔｔp：//ｗｗｗ.ashiyanpo.jp/）

◆一時保育付き大人の読書タイム
亜８月15日（火）・21日（月）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８月１
日（火）から、窓口・電話・Ｅメールで下
記へ（日・祝除く）　唖＆葵男女共同参

■８月14日（月）の「ぷくぷく」と15日（火）の「西山ひろば」「潮見ひろば」はお盆のためお休みします。　葵子育てセンター　☎31-8006

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①８月２日～７日②９日～ 17日
③18日 ～ 31日/午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５
時（最終日は３時まで）　娃①芦屋
市潮見中学校美術部作品展【ワーク
ショップ】４日（金）午後１時～午後
２時30分/紙芝居鑑賞後、美術部員と

「いってみたいなこんな国」を制作
②辰巳正美・律子陶芸・藍染作品二
人展③おのみどり第16回てづくり
絵本展【一日教室】27日（日）午後１
時～午後５時〈要予約〉/かざって楽
しめるクリスマスカードの制作/費
用1,000円　唖＆葵あしや喜楽苑（☎
34-9287）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜８月２日・９日・30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）

■さをり織りバザー
亜８月２日～４日・午前10時～午後
４時（最終日は３時まで）　唖木口記
念会館　葵ライラックしーど（☎32-
0441）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜８月５日・19日（土）午後 １時30分
～４時30分　唖図書館　娃図書館で
さまざまなものに出会ってもらうため
10代がのんびりしたときを過ごす場
葵ヨッシーくらぶ・守上（☎23-6854）

■市民トレッキング（中級）
亜８月６日（日）午前８時30分～午
後３時（８時30分集合）　娃阪急芦
屋川駅→阪急宝塚駅→塩尾寺→岩倉
山→譲葉山→エデンの園→小笠峠→
社家郷山→樫ケ峰→ゆずり葉台→宝
塚西高前（解散）　挨400円（交通費
別）　姶昼食・水筒・雨具　葵芦屋登
山会・平井（☎32-6415）

■お一人さまの老後対策相談会
亜８月６日（日）午後１時30分～４
時　唖市民センター　娃行政書士に
よる遺言書・死後の事務手続き・認知
症に備えた任意後見契約などの無料
相談　逢＆葵芦屋リーガルヘルスサ
ポート・あかし（☎75-5331/穐75-9598）

■高齢者に優しいヨーガ体験会
亜８月７日・21日（月）午前10時～ 11
時30分　唖市民センター　姶バス
タオル・水分補給の水　葵芦屋ヨー
ガを楽しむ会・信田（☎38-3865）

■母と子のいこいの部屋
亜８月８日・15日・22日・29日（火）
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）

■「山の日」市民ハイキング
亜８月11日（金）午前８時50分～午
後２時（８時50分集合）　娃阪急芦
屋川駅→高座の滝→風吹岩→七兵衛
山→岡本八幡神社（解散）　挨200円

（交通費別）　姶弁当・水筒・雨具　葵
すいよう会・上田（☎23-1552）

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜８月13日・９月３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１回/
会員200円・一般500円　逢ファクス
に、氏名・性別・年齢・住所・電話番号
を記入の上、下記へ※原則、保護者

（ヘルパー）要同伴　葵芦屋市手をつ
なぐ育成会・朝倉（穐31-0670）

■自力整体　体験会（腰痛等対策）
亜８月15日（火）・18日（金）①午前９
時10分 ～ 10時10分 ② 午 前10時40分

～ 11時40分　唖前田集会所　挨500
円　姶動きやすい服装・水分・タオ
ル　葵ベビママ スウィング稲垣（☎
090-2016-8207・午後４時～８時）

■軍人墓地墓前祭
亜８ 月15日(火) 午 前11時30分 ～ 午
後０時30分　唖芦屋霊園軍人墓地
前　娃戦後72年墓前祭・政府主催の
追悼式に合わせ、正午に黙祷をしま
す。　葵芦屋市戦没者遺族会事務局・
河野（☎34-1670）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜８月17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）

■税理士による「税金相談会」
亜８月18日（金）午前10時～正午・午
後１時～４時　娃所得（譲渡）・相続・
贈与・法人・消費税等の相談※１人
30分　挨一般1,000円・会員無料　逢
電話かファクスで下記へ〈要予約〉
葵芦屋納税協会（☎31-5318/穐22-
3079）

■みんなで歌いましょうin美博
亜８月18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）

■がん患者グループ“ゆずりは”サロン
亜８月18日（金）午後２時～４時
唖芦屋病院管理棟４階レストラン
阿がん患者・家族など　葵ゆずりは
事務局（☎080-1476-5715・平日午前
10時～午後３時）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜８月20日（日）午後１時30分～４
時〈要予約〉　唖市民センター　娃税
理士・行政書士による無料相談　逢
＆葵遺言相続専門家相談所ひょう
ご・やなぎ（☎75-9200/穐34-5352）

■お笑い英会話
亜８月26日（土）午後１時30分～３
時　唖木口記念会館　娃身体に障が
いがある人もない人も楽しく英会話
を学びませんか　葵芦屋市身体障害
者福祉協会・たつしろ（☎35-5315）

■大人も子どもも
　　　　　　楽しく学べる食育教室
亜８月30日（土）午前11時～午後２
時　唖木口記念会館　娃おむすびと
具だくさんのお味噌汁で食育を伝え
ます　挨大人700円、小・中学生300
円　葵ＥＡＲＴＨ  ＣＲＯＷＮ・高野

（悪info@officegrandjete.com）

■パソコン講座　９月
亜＆娃①Windows10入門 ②ワード
中級 / ４日・11日・25日（月）③タブ
レット個人教室 / ６日・13日（水）④
スマホ個人教室 /20日・27日（水）⑤
個人教室 / ８日・15日・22日・29日
(金)/①③～⑤午前10時～正午②午
後１時30分～３時30分　阿＆挨①
②3,000円〈全３回〉（教材費別）・各
先着10人/③～⑤２時間・各2,500円

（パソコン・タブレット・スマホ持参
可）・各先着５人　逢８月１日（火）
から右記へ　唖＆葵芦屋市シルバー
人材センター（☎32-1414）

■芦屋オペラ　ヨハン・シュトラウ
　ス喜歌劇「こうもり」合唱のお誘い
亜【本番】平成30年２月４日（日）・10
月から練習開始　唖ルナ・ホール　
娃17回目を迎える市民中心の手作
りオペラ　阿ソプラノ・アルト・テ
ノール・バス・各10人　挨楽譜代・会
場代など　葵芦屋市民オペラ・松本

（☎090-1072-3260）

市民のひろば市民のひろば

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

翠ケ丘集会所
☎22-2475
(午前中・水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜８月３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

前田集会所
☎23-3899
(午前中・水曜日休館)

【ソプラノ田中郷子コンサート】　亜８月27日（日）午後２時
開演（１時30分開場）　逢直接会場へ

浜風集会所
☎38-0960
(午前中・水曜日休館)

【みんなで唄おう　あの歌、この歌！】　亜８月25日（金）午
後１時30分（１時開場）～３時30分　哀石橋文恵氏・橋田波子
氏（ピアノ伴奏）　挨300円（飲み物・ケーキ付）　逢直接会場へ


