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■さをり織りバザー
亜11月30日～ 12月２日・午前10時～
午後４時（最終日午後３時まで）　
唖木口記念会館　葵ライラックしーど

（☎32-0441）

■エイジレス体操　
亜12月２日・９日・16日(土)午前９時30分
～ 11時　唖体育館・青少年センター　
娃ラジオ体操等　姶タオル・水等　葵
高田（☎35-6015）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜12月２日・16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）

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①12月 ２ 日 ～ 10日 ②12月13日 ～
24日 ③12月27日 ～ 平 成30年 １ 月13
日・午前９時～午後５時（最終日午
後３時まで）④12月16日（土）午後２
時～　娃①第10回グループくれぱす
作 品 展 ②2017クリスマス展 ③ 2018
年版アート・カレンダーコレクション
展（ワークショップ：１月10日（水）午
後２時～午後４時）④エイール・エ
コー創立10周年記念発表会＆クリス
マスソング合唱　唖＆葵あしや喜楽苑

（☎34-9287）

■親子で参加できる講座「多言語で
　育む未来」
亜12月３日（日）午後２時～４時　唖
市民センター別館※託児あり〈要予
約〉　逢＆葵言語交流研究所・ヒッポ
ファミリークラブ(☎0120-557-761)

■丹波の朝採り有機野菜市
亜12月６日・13日・20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）

■社交ダンス体験
亜12月７日（木）午前10時～ 11時　
唖芦屋浜管理センター　哀東野修
氏・良加氏　挨500円〈要予約〉　葵守
上（☎090-6065-9289）

■お一人さまの老後対策相談会
亜12月9日（土）午後１時30分～４時
唖市民センター　娃行政書士による
遺言書などの無料相談　逢＆葵芦屋
リーガルヘルスサポート・赤司（☎
75-5331/穐 75-9598）

■市民トレッキング（初級）　
亜12月10日（日）午前９時15分～午後
３時　唖阪急芦屋川→阪急岡本駅→
七兵衛山→横池→水場（トン汁）→荒
地山→高座の滝→阪急芦屋川（解散） 
挨400円（交通費別）　姶 昼食・水筒・
雨具・防寒具・お椀（箸） 　葵芦屋登
山会・平井（☎32-6415）

■遺言書・相続手続・相続税の相談会
亜12月10日（日）午後１時15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）

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜12月10日（日）午後１時30分～３時
唖木口記念会館　哀外島敬子、富岡
美晴　挨会員200円・一般500円　逢
氏名・性別・年齢・住所・電話番号を
記入し、下記へ※原則、保護者（ヘル
パー）同伴　葵芦屋市手をつなぐ育
成会・朝倉（穐31-0670）

■富田砕花を知る会
亜12月10日（日）午後１時30分～　
唖富田砕花旧居　娃歌風土記　挨
500円　葵富田砕花顕彰会・平野（☎
080-6155-1316）

■おやこでチャレンジ
　　　　　　ガールスカウト体験　
亜12月10日（日）午後１時30分～３
時　唖体育館・青少年センター　娃
ゲーム、クラフト等　阿５歳以上の
少女と保護者　姶お茶・タオル　 葵
芦屋ガールスカウト協議会・井上（☎
32-1802）

■第18回清友篆刻・篆書展
亜12月10日～ 13日・午前９時～午後
５時※12日は休館　唖市民センター
※無料体験教室：10日（日）・11日（月）
午前10時～正午・午後１時～３時　
阿先着各６人　葵坂本（☎38-2208）

■「おふたりさま」のための相続対策
亜12月12日（火）午後１時30分～２時30
分　唖あしや市民活動センター　阿15
人〈要予約〉　葵一般社団法人相続総
合相談センター（☎0120-640-339）

■母と子のいこいの部屋
亜12月12日・19日・26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）

■相続セミナー「今なら間に合う今
　年の贈与」
亜12月13日（水）午後２時～４時　唖
市民センター　　逢＆葵相続相談セン
ター (☎0798-31-3303)

■みんなで歌いましょうin美博
亜12月15日（金）午後１時30分～３時
唖美術博物館　挨500円　姶愛唱名
歌集 　葵I LOVE  ASHIYA・加藤 （☎
090-4296-1790）

■お笑い英会話
亜12月16日（土）午後１時30分～３時　唖
木口記念会館　葵たつしろ（☎35-5315）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜12月18日（月）午後１時30分～３時
30分　唖保健福祉センター　娃交
流会　阿認知症の人を介護してい
る家族など　葵あじさいの会（☎32-
7525・社会福祉協議会内）

■折り紙教室
亜12月20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）

■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜12月21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）

■芦屋市民年末フォークダンス大会
亜12月25日（月）午後１時～３時30分
唖精道小学校　娃やさしいフォーク
ダンス　姶上靴・動きやすい服装　
葵髙橋（☎31-7771）　　

■第５回芦屋市テニス協会長杯
　　　ジュニアテニストーナメント
亜12月26日（火）〈雨天中止〉　唖芦
屋シーサイドテニス　娃男子・女子
シングルス　阿①中学生②小学5～
6年生③小学４年生以下・各16人
挨１組2,700円　逢12月１日（金）午
前９時～ 17日（ 日 ）までに所定の申
込用紙に記入し、ファクスで下記へ
葵芦屋市テニス協会（☎22-3852/穐
22-7634）

■パソコン講座　2018年１月
亜＆娃①インターネットで遊ぶ /15日・
22日・29日(月)②ワード入門/12日・19日・
26日(金)③タブレット・スマホ個人教室 
/15日・22日・29日(月)④個人教室/10日・17
日・24日・31日(水) ①②④午前10時～正
午③午後１時30分～３時30分　阿＆挨
①②3,000円〈全３回〉（教材費別）・各
先着10人/③④２時間・各2,500円・各先
着５人　逢12月１日（金）から下記へ
唖＆葵シルバー人材センター（☎32-1414）

市民のひろば市民のひろば

■愛する人を必ず救い出す！ 12月10日～ 16日北朝鮮人権侵害問題啓発週間　　拉致問題の解決に向け、心を一つにして声をあげていきましょう。　葵人権推進課　☎38-2055

◆上宮川文化センター人権講演会　　
　セクシャルマイノリティーって何？
～ＬＧＢＴについて考え、正しく学ぶ～
亜12月20日（水）午後１時～４時（受付
午後０時30分～）　唖上宮川文化セン
ター　娃ＬＧＢＴについて正しく基礎
から学ぶ　 逢12月14日（木）までに、住
所・氏名・電話番号を右記へ　葵上宮川
文化センター（☎22-9229/穐22-1659/
〒659-0061　上宮川町10-5)　

◆手づくりオモチャ体験！ワクワク広場！
亜12月26日（火）午前９時30分～ 11時
唖体育館・青少年センター　娃身近な
材料でオモチャづくり　阿市内在住の
小学１～３年生・60人　逢12月１日～
８日〈消印有効〉までに往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・性別・小学校名・学
年・電話番号を記入し、下記へ※応募多
数抽選、結果は返信はがきで通知　葵
青少年育成課（☎22-0358/〒659-8501
住所不要）

◆公式ワナゲ市民大会
亜平成30年１月１日～２月28日　娃
各施設や会場（例：子ども会や老人会、
施設のイベントなど）で単独投輪方式
でのゲームを行ない、所定の記録用紙
に記録して下記まで用紙を送付。上位
10人を、表彰します。※２月25日（日）
記録会あり。（記録用紙は、下記また
はホームページでダウンロード可）　
逢２月28日（水）必着で下記へ　葵ス
ポーツ推進課（☎22-7910/〒659-0072  
川西町15-3）

◆海浜公園水泳プール
　冬休み短期水泳教室参加者募集
亜【１期】Ａ：12月25日～28日午前９時
45分～11時〈全４日〉/Ｂ：12月26日～28
日午前９時45分～11時〈全３日〉【２期】
Ａ：12月25日～28日午前10時45分～正
午〈全４日〉/Ｂ：12月26日～28日午前10
時45分～正午〈全３日〉　娃レベル別の
水泳指導。最終日にはレベル認定テス
トを実施し、修了書を授与。　阿３歳～
中学生３年生　挨Ａ：5,400円Ｂ：4,050
円　逢電話で右記へ　葵海浜公園水泳
プール（☎22-8861）

◆平成29年度第３回危険物取扱者試験
亜平成30年２月４日（日）　唖神戸市ほ
か７会場　娃甲種・乙種全類・丙種　逢

〈郵送・持参〉12月１日～13日までに消
防試験研究センター兵庫県支部へ〈電
子申請〉11月28日～12月10日まで同ホー
ムページへ※写真（縦4.5cm×横3.5cm）
は、受験票へ貼付。願書等は下記で配布
葵消防本部予防課（☎38-2098）

11月30日までの受け入れ分（敬称略）
【芦屋病院取り扱い分】
（備品等の購入のために）
●50,000円、藤井睦子　
（緩和ケア病棟備品等のために）
●50,000円、袋布健二郎 　
【用地管財課取り扱い分】
●時計台１基、芦屋ライオンズクラブ
【図書館取り扱い分】
●図書消毒機、芦屋ライオンズクラブ

◆マイナンバーカード（個人番号カード）
      申請用写真撮影実施中
娃申請用写真の無料撮影サービスを
行っています。ぜひご利用ください。
唖市役所北館１階6番窓口　姶認印　葵
市民課マイナンバー担当（☎38-2070）

◆ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発
　事業に係る事業協力者決定
娃〈事業協力者〉東急不動産竹中工務店
共同企業体〈期間〉11月15日から管理
処分計画の認可の公告日まで※詳細
は、市ホームページでご覧ください。
葵都市整備課（☎38-2074）

◆あしや市民活動センター登録団体の
　申請受付
亜12月11日～ 25日午前９時～午後５
時（日・祝を除く）　逢登録を希望する
団体は、登録要件をご確認の上、下記へ
葵あしや市民活動センターリードあし
や（☎26-6452）

◆人権擁護委員による人権相談
亜12月５日・26日（火）午後１時～４時

（随時予約受け付け）※１人１時間　　
唖＆逢＆葵人権推進課（☎38-2055）

◆芦屋市・西宮市・宝塚市３市合同臨時
　保育士登録・相談会
亜12月８日（金）午前10時30分～正午　唖
宝塚市立西公民館　娃保育所等への人
材登録と相談　姶履歴書（写真貼付）・
資格証明（保育士証）のコピー　葵地域
経済振興課（☎38-2033）

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜12月11日（月）午後１時～４時　娃労
働・年金・社会保険・労働保険等相談
唖＆逢＆葵地 域 経 済 振 興 課（ ☎ 3 8 -
2033）

◆税理士による「税金相談会」
亜12月15日（金）午前10時～正午、午後
１時～４時（１人30分）　娃所得税（譲
渡）、相続（贈与）税、法人税、消費税等 
挨一般1,000円　逢右記へ　葵芦屋納税
協会（☎31-5318/穐22-3079）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜12月18日(月）19日(火）午前10時～正
午　阿子育て中の親（祖父母も含む）と
子ども（０歳６カ月～未就学児）一時保
育：各回・４人（１人300円）※子ども同
伴入室不可　逢12月１日～７日まで
に、窓口・電話(日・祝を除く)、Ｅメール
で下記へ※応募多数は抽選　唖＆葵
男女共同参画センター（☎38-2023/悪
josei-ce@city.ashiya.lg.jp）

◆第25回「住みよい芦屋をつくる」
　ポスター展
亜12月19日～平成30年１月５日　唖
市役所北館　娃「環境問題」「ごみの減
量化」「市民マナー」をテーマとした小・
中学生のポスターの入選作品を展示　
葵環境施設課（☎32-5391）

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

(水曜日休館)

【たわしの輪（ニットカフェ）】　亜12月７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

(水曜日休館)

【クリスマススペシャルホッと♡カフェ】　亜12月15日(金)
午前10時～午後２時　挨500円（コーヒー、ケーキ、プレゼン
ト付）　逢直接会場へ

潮見集会所
☎32-4359

(月曜日休館)

【年末、落語会（神大、落語研究会）】　亜12月23日（土）午後２
時～３時30分（受付 午後１時30分～）　挨300円（飲み物・お
菓子代）　逢直接会場へ


