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（途中退出可）　娃自由遊びと手遊び　
阿０～２歳と保護者　逢当日、５分前
から上宮川文化センターへ

【親子クラブ見学】
亜２月９日（金）まで（※月・火・木・金）
の午前10時30分～ 11時30分　阿平成
26年４月２日～ 27年４月１日生まれと
保護者・１日２組　逢電話で上宮川文
化センターへ

【おはなしひろば】
亜２月14日（水）午後３時～４時　娃自
由遊びと紙芝居　阿幼児と保護者・16
組　逢当日、５分前から上宮川文化セ
ンターへ

【こども卓球ひろば】
亜２月28日（水）①午後３時30分～４時
15分②午後４時15分～５時　阿①小学
１・２年生②３年生以上・各25人　逢当
日、５分前から上宮川文化センターで

【親子クラブ募集】
亜４月16日（月）～翌年３月（週１回）
午前10時～ 11時30分※月・火・木・金で
参加可能な曜日を選択　娃親子で造
形、運動遊びほか　阿平成26年４月２
日～平成27年４月１日生まれと保護者
各曜日・16組※応募多数は抽選、当選者
のみ通知　挨年額6,000円　逢２月５
日～９日午後５時までに上宮川文化セ
ンター窓口へ

【子育てフリー相談】
亜火・金午前10時～ 11時30分　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

◆子育てセンターおはなしの会
亜２月３日（土）午前10時30分～11時30
分　唖保健福祉センター　娃大型紙芝
居・エプロンシアター・節分の会ほか　阿
親子60組（１歳半以上～未就学児）〈要
予約〉　逢１月15日（月）午前９時から
電話で右記へ　葵子育てセンター（☎
31-8006）

◆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２月２日・16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　挨100
円　姶お茶・タオル・上靴

【高齢者栄養改善教室】
亜２月22日（木）午前10時～ 11時30分
娃簡単調理・栄養指導　阿65歳以上・10
人　挨300円　姶エプロン・三角巾

◆社会福祉協議会の催し
【ストップ・ザ・無縁社会地域フォーラム】
亜２月３日（土）午後１時30分～４時　
唖保健福祉センター　娃講演「これか
らの地域福祉を考える～住民参加のま
ちづくり～」　哀 全社協民生部部長・
池上実氏　葵社会福祉協議会（☎32-
7530）

【ワンコインサロン】
亜①２月９日②16日③23日(金)午前10
時30分～　唖保健福祉センター　娃①

「折り紙雛」②「認知症予防」③「そろば
ん」　阿60歳以上・各15人　挨100円（別
途要材料費）　逢２月１日（木）午前９時
から電話で右記へ　葵社会福祉協議会

（☎32-7525）
【ファミリー・サポート・センター

　　　　　　　　　　　会員交流会】
亜２月10日（土）午前10時30分～ 11時
45分　唖木口記念会館　娃人形劇団
ゆうすけ座による『だるまちゃんと
てんぐちゃん』ほか　阿100人　逢＆
葵ファミリー・サポート・センター（☎
25-0521）

【芦屋市権利擁護支援フォーラム
『みんなちがって みんないい「障害者差

別解消法」違いを認め合える社会へ』】
亜２月17日（土）午後１時30分～４時
30分　唖保健福祉センター　娃講演

「障がい者差別ってなんだろう」ほか
哀岡山理科大学・川島聡氏　逢＆葵
芦屋市権利擁護支援センター（☎31-
0682）

◆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　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 (☎31-3130・ラポルテ本
館３階）

◆芦屋観光みやげ品
　「芦屋セレクション」を展示
亜１月11日～２月26日　唖市役所北
館　娃芦屋観光協会が選んだ、21品
を展示　葵芦屋観光協会事務局（☎38-
2033・地域経済振興課内）

◆兵庫県立こばと聴覚特別支援学校
　　　　　　　　　　　入学幼児募集
阿聴覚に障がいのある満１歳～５歳

（平成30年４月現在）要保護者同伴通学
逢１月25日～ 31日・午前９時～午後４
時30分（土曜・日曜を除く）に下記へ
※入学希望者は必ず本校の教育相談を
お受けください。　葵兵庫県立こばと
聴覚特別支援学校教育相談センター 

（☎0798-53-5061/穐0798-53-5062/悪
kobato-shn@hyogo-c.ed.jp）

◆２月の専門相談
唖＆葵お困りです課（☎38-5401）

【土地と建物の登記相談】
亜２月６日（火）午後１時～４時　娃土
地の境界問題や分筆合筆、新築・増築・
取壊し等　逢当日、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13日（火）午後１時～４時　娃遺言書
等　逢当日、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20日（火）午後１時～４時　娃取引・
契約等不動産全般　逢随時予約受付

【行政相談】
亜21日（水）午後１時～４時　娃国や県
への意見・要望　逢当日、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
続税・贈与税ほか　逢当日、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
月28日を除く）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・
成年後見等　逢希望する週の月曜日（祝
日の場合は翌日）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。１案件１回限り

◆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/
〒659-0061 上宮川町10-5）

【うさぎひろば】
亜２月１日・８日（木）午後３時～４時/15
日（木）午前10時30分～ 11時30分　娃自由
遊び・体操・手遊び　阿満１歳と２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２月５日・19日・26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

【あそびひろば】
亜２月７日（水）午後２時30分～４時

【しょうがい者とのスポーツ交流ひろば】
亜２月20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２月22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２月５日（月）午前９時から下記
へ　葵社会福祉協議会（☎32-7525）

◆総合公園２月の園芸講習会 
亜① ２月４日（日）午前10時30分～正
午 ②６日（火）午後１時30分～３時③
17日（土）午前10時30分～正午 ④19日

（月）午後１時30分～３時　娃①おひな
様飾りを作りましょう②バラの育て方
③手軽につくれるエアプランツのテラ
リュウム④陽だまりコンテナガーデン
阿各20人　哀①③前田典子氏②京阪園
芸グリーンアドバイザー・清水敏志氏
④佃隆子氏　挨①③④2,500円　姶①
③④持ち帰り用袋・筆記用具②筆記用
具　逢①１月28日（日）②当日午前③２
月10日（土）④12日（月）午後５時までに
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）

◆甲種防火管理者講習会
亜①２月７日（水）午後２時～４時②２
月８日（木）・９日（金）午前10時～午後
５時唖消防庁舎　娃①再講習②新規
講習　阿①10人②50人　挨①2,000円
②4,000円（申込み時）　姶①甲種防火
管理者資格証の写し②証明用写真２枚

（縦3.5㎝・横2.5㎝）　逢１月17日～ 31
日(執務時間内）に受講申込書（下記窓
口で配布）に必要事項を記載し、下記へ
葵消防本部予防課（☎38-2098）

◆新春ウエルネスセミナー「人生100年
　時代の育脳×生活習慣×ことば」
亜２月12日（月）午前10時～11時30分
（受付：午前９時30分～）　唖市民セン
ター　娃講演「育脳」のご紹介。（知って
おくべき脳の役割と仕組み、生活習慣
との関係、ことばの使い方など）　阿一
般・協会員（市外の人も可）・100人　哀
育脳メソッドインストラクター・濱晶子
氏　挨200円　逢２月７日（水)までに、
申込用紙またははがき等で、氏名・住
所・電話番号・ファクス番号・所属（一般・
会員等）を記入し右記へ　葵レクスポ
事務局・スポーツ推進課内（☎22-7910/
穐22‐1633/〒659-0072　川西町15-3）　

◆Windows10パソコン教室　
亜＆娃２月21日・28日（水）〈全２回〉①
午前10時～正午・女性のためのワード
活用講座②午後１時～３時・女性のた
めの家計に役立つエクセル講座　阿
文字入力のできる初心者・各５人　挨
1,000円　逢２月14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２月19日（月）
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）

◆図書館の催し
唖＆葵図書館（☎31-2301）

【金曜シネサロン】
亜＆娃２月２日（金）「千利休 本覚坊遺
文」/16日（金）「利休」午後１時30分～

【こどもおはなしの会・えほんの会】
亜２月３日・10日・17日・24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２月10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） 

◆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）

【タイ王国の日
（国際理解を深める講演会）】

亜２月３日（土）午後１時30分～３時30
分　娃講演会「タイの文化について」・
タイ舞踊・楽器演奏・フルーツカービン
グのデモンストレーション・タイのお
やつ　阿中学生以上　逢前日までに上
記へ

【作って食べよう世界の料理
　　　　　　　　　　〈オランダ編〉】
亜２月19日（月）午前1０時～午後２時
娃エルテンスープ（豆のスープ）ほか　
阿30人　哀丸尾浩司シェフ（神戸北野
ル・ヴァンヴェール）　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１月15日（月）午前９時から
上記へ

◆アジアを知ろう！
　ベトナム料理体験と遊びの会
亜２月10日（土）午前10時30分～午後
１時　唖精道小学校　娃ベトナムを中
心としたアジア料理の簡単な調理・試
食、音楽などの文化をその国の人たち
と一緒に楽しむ　阿小学生（親子参加
可）　挨200円　逢２月４日（日）までに
氏名・学校名・学年・電話番号・子どもの
みの参加、または親子での参加を下記
へ　葵広報国際交流課（☎38-2008/穐
38-2152/悪kokusai@city.ashiya.lg.jp

【平成30年１月31日（水）まで】
◆個人市民税・県民税（第４期分）　　
葵課税課市民税係（☎38-2016）
◆法人市民税・事業所税（決算月が11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７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７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７期
葵高齢介護課管理係（☎38-2046）

■日　時　１月28日（日）午後２時～　
■会　場　保健福祉センター　エントランスホール　
■内　容　『新春　オペラティックコンサート』
　　　　　　～オペラアリア＆ディズニー～　
■曲　目　「乾杯の歌」「私のお父様」「星に願いを」
　　　　　「Let Ⅰt  Go ～ありのままで～」ほか　
■出　演　冥王星
　　　　　　　　　

福祉センターエントランス・コンサート
ｐａｒｔ90

問い合わせ　福祉センター　☎31-0612

※車での来場はお控えください。


