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■平成29年就業構造基本調査にご協力ありがとうございました。 まだ調査票がお手元にある場合は、右記へご連絡ください。   葵文書法制課　☎38-2010

人の再度の申請は不要。　葵県生活支
援課恩給援護班（☎078-362-3501）

◆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

【女性の悩み相談】
亜①11月２日（木）・10日・24日(金)午前10時
～午後４時②11月７日(火)午前10時～正
午/17日(金)午前11時～午後４時※①②と
も面接相談（１人50分間）〈要予約〉　娃①
心の悩み相談（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）

【女性のための法律相談】
亜11月11日(土)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

◆日本政策金融公庫による金融相談
亜11月６日（月）午後１時～４時　娃創
業・経営資金・融資相談　阿市内事業主
唖＆逢＆葵地域経済振興課（☎38-2033）

◆女性活躍相談
亜11月７日～毎火曜・午後１時～４時※
面接相談(１人50分間)　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〈要予約〉※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11月22日(水)午前10時～午後１時(１
人50分間)　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

〈要予約〉　哀産業カウンセラー、キャリ
ア・コンサルタント、萩原紫津子氏　逢
10月16日(月)から電話・Ｅメールまたは
下記窓口へ(日曜・祝日除く)※一時保育
あり〈０歳６カ月～未就学児〈要予約〉 一
時保育希望は、子どもの氏名・年齢月齢
を下記へ　葵男女共同参画センター（☎
38-2023/悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆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）

【あそびひろば】
亜11月１日・29日（水）午後２時30分～
４時（途中退出可）　娃親子で自由遊び
阿０～２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11月２日・９日・16日・30日（木）午後
３時～４時　娃親子で自由遊びと手遊
び　阿満１歳・平成27年４月２日～28
年４月１日生まれと保護者16組　逢当
日、５分前から上記へ

【グッピーひろば】
亜11月６日・13日・27日（月）午後３時～４
時　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

【親子クラブ見学】
亜11月６日～ 30日午前10時30分～ 11時
30分（※水土日祝を除く）　阿平成26年
４月２日～平成27年４月１日生まれと
保護者・１日２組　逢電話で上記へ

【おはなしひろば】
亜11月８日（水）午後３時～４時　娃自由
遊びとかみしばい　阿幼児と保護者・16組
逢当日、５分前から上記へ

【こぐまクラブ】　
亜11月８日～12月20日（水・全７回）①
午 前 ９ 時30分 ～10時30分 ②10時45分
～11時45分　娃親子で歌遊びの日とこ
どものみの日　阿２歳（平成26年４月
２日～平成27年４月１日生まれ）と保
護者・各16人　逢11月７日（火）午前９
時30分から電話で上記へ

【子育て講演会】
亜11月21日（火）午前10時～11時30分
娃もっと知りたい！子どもの心を育む
絵本の世界　阿子育て中の保護者・50
人（一時保育・２歳以上・16人）　哀『絵
本で子育て』センター理事長・森ゆり子
氏　逢11月１日（水）午前９時30分から
電話で上記へ

◆ラポルテ市民サービスコーナー
亜平日(月～金曜日)午前10時～午後７
時/土曜･日曜･祝日/午前10時～午後５
時〈休業日〉10月19日(木)　娃住民票
の写し、印鑑証明書、戸籍全部・個人事
項証明書、市民税県民税課税証明書、固
定資産課税台帳記載事項証明書など※
印鑑証明は印鑑登録証が必要。土･日･
祝日と平日の午後５時30分以降、本庁
で確認が必要なものについては即時証
明書などを発行できない場合がありま
す。※各種届け出・登録等の手続きは、
市民課へ　葵ラポルテ市民サービスコー
ナー (ラポルテ本館３階 ☎31-3130)

◆平成29年度自衛官等募集
娃①自衛官候補生（男女）②高等工科学
校生徒（推薦）③高等工科学校生徒（一
般）④防衛大学校生⑤貸費学生（技術）
阿①18歳以上27歳未満②中卒（見込み
可）17歳未満の学校長が推薦できる男
子③中卒（見込み可）17歳未満男子④
高卒（見込み可）21歳未満（自衛官は23
歳未満）⑤大学の理学部・工学部の３・
４年次生・大学院（専門職大学院を除
く）修士課程在学生（正規の修業年限を
終わる年の４月１日現在で26歳未満・
大学院修士課程在学生は28歳未満）※
試験日などの詳細は下記へお問い合わ
せくだい　葵自衛隊兵庫地方協力本部
西宮地域事務所（☎0798-66-7066）

◆エントランス・コンサート企画募集
亜毎月第４日曜日・午後２時～（１時
間半程度）　娃＆阿グランドピアノ
で、歌や演奏を披露する市民、市民を
含むグループ等　逢企画書に必要事
項を記入し音源（ＣＤ・ＤＶＤ）を添え
て11月30日（木）までに下記へ。選考の
上決定。※企画書は福祉センター受付
窓口に配置。　葵福祉センター（☎31-
0612）

◆11月の専門相談
唖＆葵お困りです課（☎38-5401）

【登記相談】
亜７日（火）午後１時～４時　娃土地の
境界問題・分筆合筆・建物の新築・増築
等　逢午後０時45分～３時30分に南館
玄関受付へ

【公正証書相談】
亜14日（火）午後１時～４時　娃遺言書
等　逢午後０時45分～３時30分に南館
玄関受付へ

【行政相談】
亜15日（水）午後１時～４時　娃国や県
への意見・要望　逢午後０時45分～３
時30分にお困りです課へ

【不動産相談〈要予約〉】
亜21日（火）午後１時～４時　娃取引・
契約　逢随時電話予約受付

【税務相談】
亜毎週月曜日・午後１時～４時　娃相
続・贈与・土地売却等　逢午後０時45分
～３時30分に南館玄関受付へ

【相談①家事②法律（弁護士）③法律（司
法書士）〈要予約〉】
亜①毎週水曜日・午後１時～４時②毎週
木曜日・午後１時～４時30分③毎週金曜
日・午後１時～４時　娃①夫婦・親子・離
婚・相続等②日常生活の法律問題等③登
記・多重債務等　逢希望週の月曜日午前
９時から電話で上記へ※裁判中・調停中の
案件は受付不可。①②は１案件１回限り

◆軍人恩給等援護制度相談会
亜10月27日（金）午後２時～４時　唖兵庫
県民会館　阿 ① 旧軍人で、軍人としての
在職期間が３年以上の人またはその遺族
② 軍人としての期間中に公務または勤
務関連等により傷病を受け、現在もその
傷病による後遺症のある人③実在職年が
はっきりしないが軍人としての期間のあ
る人またはその遺族④戦没者の遺族※制
度の変更でないため現在恩給等受給中の

【こども卓球ひろば】
亜11月22日(水)①午後３時30分～４時
15分②４時15分～５時　阿①小学１・
２年生②３年生以上・各先着25人　逢
当日、５分前から上宮川文化センターへ

【子育てフリー相談】
亜火・金の午前中　娃児童厚生員との
個人面談※子ども同伴可　逢電話で上
宮川文化センターへ

◆社会福祉協議会の催し
【ワンコインサロン】
亜①11月10日②17日③24日(金)午前10
時30分～　唖保健福祉センター　娃①
ふんわりお花ののったホワイトリース
②マクラメ③ナンプレ～難問に挑戦！
解き方のコツを知ろう～　阿60歳以上・
各15人　挨100円（別途要材料費）　逢11
月１日（水）９時から右記へ　葵社会福
祉協議会（☎32-7525）

【しょうがい者とのスポーツ交流ひろば】
亜11月11日（土）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃しょう
がい者スポーツ種目の体験　阿市内在
住・在勤・在学の人　逢＆葵社会福祉協
議会（☎32-7530）またはスポーツ推進
課（☎22-7910）

【高齢者「会食懇談会」】
亜11月30日（木）正午　唖保健福祉セン
ター　阿市内70歳以上・40人　挨500
円　逢11月６日（月）午前９時から下記
へ　葵社会福祉協議会（☎32-7525）

◆犬のしつけ方１日教室
亜10月27日（金）午後１時～３時　唖総合
公園　阿生後５カ月以上の犬（狂犬病予
防注射と混合ワクチンを１年以内に接
種済みに限る）と飼主５組　挨500円　逢
10月25日（水）までに、はがきかファクス
に住所・氏名・年齢（傷害保険）・電話・ファ
クス・Ｅメール・犬の名前・種類・年齢・性
別を記入し、右記へ　葵動物愛護協会
事務局（☎38-2033/穐38-2176/〒659-
8501　住所不要・地域経済振興課内）

◆総合公園11月の園芸講習会 
亜①11月３日（金・祝）午前10時30分～
正午②20日（月）午後１時30分～３時
③25日（土）午前10時30分～正午④26
日（日）午前10時30分～正午　娃①円
錐のトピアリー作り②④公園の木の実
で作るナチュラルリース③おしゃれな
クリスマスリース作り　阿各20人
哀①③前田典子氏②④佃隆子氏　挨
①3,000円 ② ④1,000円 ③2,000円　姶
持ち帰り用袋・筆記用具　逢①10月27
日（金）②11月13日（月）③18日（土）④
19日（日）午後５時までに講座名・住所・
氏名・電話番号を記入し下記へ　唖＆
葵総合公園（☎38-2103/穐25-2026/悪
ashiyasogo@mizuno.co.jp）

◆Windows10パソコン教室
亜＆娃11月８日・15日（水）〈各全２回〉
①午前10時～正午/シニアパソコン教
室「ワードでカレンダー作り」②午後１
時～３時/ワードで年賀状裏面作り
阿全日受講でき、文字入力のできる初
心者・各５人　挨1,000円　逢11月１日

（水）〈必着〉ではがきかファクスに①ま
たは②の講座名、郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号を記入し下
記へ。応募多数抽選。結果は当選者へ
11月７日（火）までに通知。　唖＆葵
上宮川文化センター（☎22-9229/穐22-
1659/〒659-0061 上宮川町10-5）

◆平成29年度 市民企画講座
亜11月①18日②25日（土）午後２時～５
時〈全２回〉　娃｢話してみよう、演じて
みよう、今一番困っていること！～わ
たしが自分らしく生きるために～｣
阿20人〈一時保育・０歳６カ月～未就
学児・先着４人・１人300円・要予約〉
哀山田ゆかり氏・川崎眞美氏　逢11月

６日（月）までに、講座名・住所・氏名・電
話（ファクス）番号を、一時保育希望の人
は子どもの氏名・年齢月齢を記入し下記
へ　唖＆葵男女共同参画センター（☎38-
2023/穐38-2175/悪 josei-ce@city.ashiya.
lg.jp/〒659-0065 公光町5-8）

◆動物愛護フェア
亜10月22日（日）午前11時～午後３時

〈雨天中止〉　唖総合公園　娃長寿犬・
長寿猫の表彰ほか　葵スター動物病院

（☎35-1010)/環境課(☎38-2050)

◆潮芦屋交流センターの催し
唖＆葵潮芦屋交流センター（☎25-0511）

【潮芦屋ワールドフェスタ】
亜10月29日（日）午前10時30分～午後２
時　娃①世界のカレー（1皿100～ 300
円）：午前11時30分～売切れ次第終了
②お茶席：お抹茶と和菓子（300円）③コ
ンサート：正午～午後２時：アンクルン

（インドネシア打楽器）・ストリートダ
ンス・コーラスほか

【潮芦屋文学セミナー】
亜11月９日（木）午前10時30分～正午
娃第３回「世界のムラカミ・ハルキとそ
の風景」　哀西宮芦屋研究所副所長・小
西巧治氏　挨700円　逢上記へ

【作って食べよう世界の料理〈イタリア編〉】
亜11月13日（月）午前10時～午後２時
娃ファルソマグロ（イタリアのミート
ローフ）ほか　阿30人　哀アクアチプ
レッソオーナーシェフ田中学氏　挨
2,200円（開催日２週間前からキャンセ
ル料が発生します。）　逢10月15日（日）
９時から上記へ

◆ 第35回芦屋市立中学校総合文化祭
亜10月30日（月）午後３時20分～　唖ル
ナ・ホール　 娃市立中学校の合唱・吹奏
楽演奏など 　葵学校教育課（☎38-2087)

◆図書館の催し
唖＆葵図書館（☎31-2301）

【こどもおはなしの会・えほんの会】
亜11月４日～毎週土曜・午後２時～３時
阿３歳～小学生（途中入場不可）

【打出分室こどもおはなしの会】
亜11月11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） 
【金曜シネサロン】
亜＆娃11月17日（金）「あ・うん」午後１
時30分～

◆古典の日記念講演会
「日本のきものは恋もよう」

亜11月10日（金）午後２時～３時30分
唖市民センター 　娃江戸時代の小袖
にみる文芸模様　阿100人　哀関西学
院大学教授・河上繁樹氏　逢直接会場
へ　葵公民館（☎35-0700）　

◆阪神丹波ふるさと交流事業「観る知
る感じる 丹波 de 秋三昧」
亜11月18日～19日　唖丹波少年自然の
家　娃こんにゃくづくり・紅葉ハイキ
ングなど　阿家族・成人グループ 15組
40人　挨6,000 円（１人当たり）　逢10
月18日（水）午前９時～電話で下記へ
葵丹波少年自然の家（☎0795-87-1633）

【10月31日（火）まで】
◆個人市民税・県民税（第３期）
葵課税課市民税係（☎38-2016）
◆法人市民税・事業所税（決算月が８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４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４期
葵保険課後期高齢者医療係（☎38-2037）
◆介護保険料（普通徴収）第４期
葵高齢介護課管理係（☎38-2046）




