
6 広報あしや　平成 29 年（2017 年）11 月 15 日号　No.1216

く ら し の 情 報 ガ イ ド

■有害図書は白ポストへ 　市役所北敷地ほか市内５カ所に設置。有害図書やDVDなどを、投かんしてください。ご協力をお願いします。　 葵青少年愛護センター　☎31-8229

等③登記・多重債務等　逢希望週の月
曜日午前９時から電話でお困りです課
へ※裁判中・調停中の案件は受付不可。
①②は１案件１回限り

◆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①12月１日・８日・22日(金)午前10時～
午後４時②12月５日(火)午前10時～正午
/15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（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（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12月６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

◆日本政策金融公庫による金融相談
亜12月４日（月）午後１時～４時　娃創
業・経営資金・融資　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12月５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12月７日(木)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〉※一時保育あり　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11月15日（水）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）

【グッピーひろば】
亜12月４日（月）午後３時～４時/18日・25
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

【親子クラブ見学】
亜12月４日～８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

【あそびひろば】
亜12月６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①12月７日（木）午後３時～４時②21
日（木）午前10時30分～ 11時30分　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

【おはなしひろば】
亜12月13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

【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　逢電話で上記へ

◆社会福祉協議会の催し
【要約筆記一日体験講座】
亜11月29日（水）午後１時30分～３時30
分　唖市民センター　娃要約筆記ボラ
ンティアに興味がある人・25人　逢ボ
ランティア活動センター（☎32-7525）

◆狩猟シーズン〈11月15日～２月15日〉
　入山者（ハイカー）はご注意！
娃ハイキング等のレジャーで入山する
場合は、事故にあわないよう次の点に
ご注意ください。①黄色など明るい色
の目立つ服装を②土・日・祝日は、狩猟
者が集中します。特に注意してくださ
い。③｢わな｣は非常に危険です、設置の
看板(標識)がある場所へは近づかない
でください。④ニホンジカ、イノシシに
は、兵庫県全域で３月15日（木）まで猟
期が延長されていますので、入山の際
は十分注意してください。　葵兵庫県
鳥獣対策課（☎078-341-7711）/地域経
済振興課（☎38-2033）

◆芦屋税務署からのお知らせ
【税に関する作品展 】
亜11月21日～ 28日・午前９時～午後５時
30分（土・日・祝を除く・28日は午後３時ま
で）　唖市役所北館　葵芦屋税務署（☎
31-2131）/課税課管理係（☎38-2015）

【年末調整および消費税軽減税率制度
の説明会】
亜11月22日（水）①午後１時30分～２時
30分②２時30分～４時30分　唖うはら
ホール（神戸市東灘区民センター）　娃
①消費税軽減税率制度説明会②年末調
整説明会　姶税務署から送付する「年
末調整のしかた」等のパンフレット　
葵芦屋税務署（☎31-2131）/課税課市民
税係（☎38-2016）

◆平成29年社会保険料(国民年金保険
　料)の控除証明書が届きます
娃国民年金保険料の額を証明する「社会
保険料控除証明書」(はがき)は１月１日
から９月30日の間に納付した人には11
月上旬に、10月１日から初めて納付の
人には平成30年２月上旬に、日本年金機
構から送付。年末調整や確定申告に必要
です。大切に保管してください。(国民
年金保険料は納付した額の全額が所得
税や市民税等の社会保険料控除の対象
となります)　葵ねんきん加入者ダイヤ
ル（☎0570-003-004）/西宮年金事務所（☎
0798-33-2941）

◆神戸高等技術専門学院４月生募集
亜【募集】12月13日～平成30年１月25日【試
験日】⑤⑥２月１日（木）①～④２月２日

（金）　娃①機械加工技術②電気制御③印
刷総合技術④インテリアリフォーム⑤総
合ビジネス⑥福祉調理（※⑤⑥新卒除く）
阿知識・技術を身につけたい人　逢＆葵神
戸高等技術専門学院（☎078-794-6630）

◆12月の専門相談
唖＆葵お困りです課（☎38-5401）

【登記相談】
亜５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12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

【不動産相談〈要予約〉】
亜19日（火）午後１時～４時　娃取引・
契約　逢随時電話予約受付

【行政相談】
亜20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　

【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

【ファミサポ「地区別交流会」】
亜12月９日（土）午前10時～午後１時　
唖保健福祉センター　娃焼き立てパ
ンで楽しいランチ　阿活動に関心のあ
る人・25人（調理参加２歳以上）　挨500
円　逢＆葵ファミリー・サポート・セン
ター (☎25-0521)

【ワンコインサロン】
亜①12月８日②15日③22日(金)午前10
時30分～　唖保健福祉センター　娃①

「ちぎり絵」干支色紙～幸せを招く招福
戌～②扇面柄の敷物③ナンプレ～問題
作りに挑戦！～　阿60歳以上・各15人
挨100円（別途要材料費）　逢12月１日

（金）午前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12月19日（火）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12月21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12月５日（火）午前９時から下記
へ　葵社会福祉協議会（☎32-7525）

【託児「芦っ子」・子どもクリスマス会】
亜12月23日（土）午後２時～４時　唖市
民センター　娃大きなえほん・歌・工作
ほか　阿幼児と保護者　逢ボランティ
ア活動センター（☎32-7525）

◆さわやか体操教室(介護予防事業)　
亜①平成30年1月10日～ 3月28日〈祝
日を除く毎週水曜日・全11回〉②平成
30年1月11日～ 3月29日〈毎週木曜日・
全12回〉午前10時～ 11時30分　唖老
人福祉会館　娃簡単筋力アップ体操ほ
か　阿65歳以上・各15人〈要予約〉 （初
参加者優先）　姶お茶・タオル　逢 11
月15日～ 19日に右記へ　葵アクティ
ブライフ山芦屋（☎25-7100）

◆さわやか水中ストレッチ (介護予防)
亜火曜日コース（１月９日～・全11回）/
木曜日コース（１月11日～・全11回）/
金曜日コース（１月12日～・全11回）午
前９時15分～10時45分　唖福祉セン
ター　娃水浴訓練　阿市内在住の水中
運動が可能な65歳以上・各15人〈要予約・
要説明会参加〉※事前説明会（12月４日

（月）午後１時30分～２時30分・要予約）
※介護認定を受けている人は、入水す
る介助者要同伴　逢11月15日～ 12月２
日（火～土・午前９時～午後５時）に下
記へ※応募多数の場合抽選　葵福祉セ
ンター水浴訓練室（☎31-0609）

◆犬のしつけ方１日教室
亜11月29日（水）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
11月27日（月）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12月の園芸講習会 
亜①12月２日（土）午前10時30分～正午
②11日（月）午後１時30分～３時③12日

（火）午後１時30分～３時④27日（水）午
前10時30分～正午  娃①シクラメンで
作るハッピーウェルカムガーデン②新
年を飾る寄せ植え③バラの育て方④シ
ンビジューム（生花）のお正月飾り　阿
各20人　哀①④前田典子氏②佃隆子氏
③清水敏志氏　挨①2,500円②3,000円
④3,500円　姶持ち帰り用袋・筆記用具
　逢①11月25日（土）②12月４日（月）④
20日（水）午後５時まで③当日午前まで
に講座名・住所・氏名・電話番号を記入し
右記へ　唖＆葵総合公園（☎38-2103/穐
25-2026/悪ashiyasogo@mizuno.co.jp）

◆女性向け起業セミナー
亜12月14日（木）午後１時～３時　娃女
性で起業を考えている人、創業間もな
い人　阿先着20人※一時保育あり〈０
歳６カ月～未就学児・先着４人・１人
300円〉　哀日本政策金融公庫神戸東
支店・岩倉裕司氏　逢11月15日(水)か
ら講座名・住所・氏名・電話（ファクス）
番号を、一時保育希望は子どもの氏名・
年齢月齢を記入し下記へ(日曜・祝日除
く)　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）

◆明るい選挙啓発ポスター入賞作品展
亜11月15日～ 27日（火曜日を除く）　
唖市民センター　葵選挙管理委員会

（☎38-2100）

◆福祉センターエントランス・
　　　　　　　コンサートｐａｒｔ88
亜11月26日（日）午後２時～　唖保健福
祉センター※お車でのご来場はお控え
ください　娃左手の音楽の世界/曲目：
ウエディングソング　愛有馬圭亮　葵
福祉センター（☎31-0612）

◆図書館の催し
唖＆葵図書館（☎31-2301）

【金曜シネサロン】
亜＆娃12月１日（金）「駅馬車」/15日「Ｏ
Ｋ牧場の決斗」午後１時30分～

【こどもおはなしの会・えほんの会】
亜12月２日・９日・16日・23日（土）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12月９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） 

◆演芸ボランティアフェア
亜12月２日（土）午前10時～午後3時
唖リードあしや　娃二胡やヘルマン
ハープの演奏、腹話術ほか　葵あしや
市民活動センター（☎26-6452）

◆第31回芦屋市コミスク合同文化展
亜12月２日・午後１時～８日・午後３時
※５日（火）は休館　唖 市民センター　
葵生涯学習課（☎38-2091）

◆作って食べよう世界の料理
　〈日本のお正月編〉
亜12月４日（月）午前10時～午後２時
娃エビ団子の吉野煮、鶏の重ね松風焼
きほか　阿30人　哀日下部管子氏　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11月16日（木）
午前９時から右記へ　唖＆葵潮芦屋交
流センター（☎25-0511）

◆親子ひろば「親子でメリークリスマス！」
亜12月13日（水）午前10時～11時30分
唖市民センター　娃親子でリズム運動・
紙芝居　阿２歳～５歳児の親子・30組
哀ラッキーの会　逢12月１日（金）〈必
着〉ではがきかファクスに事業名・住
所・氏名・参加人数・電話番号を記入し、
右記へ　葵公民館(☎35-0700/穐31-
4998/〒659-0068 業平町8-24)

【11月30日（木）まで】
◆法人市民税・事業所税（決算月が９月
　                                                   の法人等）
葵課税課管理係（☎38-2015）
◆個人事業税（第２期分）　　　　　　
葵阪神南県民センター西宮県税事務所
　個人課税課（☎0798-39-1512）
◆国民健康保険料（普通徴収）第５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５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５期
葵高齢介護課管理係（☎38-2046）


