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　　◆人権擁護委員による人権相談
亜２月13日・27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）

◆社会保険労務士による無料労働相談
亜２月19日（月）午後１時～４時　娃労
働・年金・社会保険・労働保険等　唖＆逢
＆葵地域経済振興課（☎38-2033）

◆身体障がい者移動相談
亜３月16日（金）午前９時30分～正午　唖
尼崎市身体障害者福祉センター　阿身体
障害者手帳所持の肢体不自由の人・障害
者総合支援法の対象疾病に該当する人
葵障害福祉課（☎38-2043/穐38-2178）

◆芦屋市青少年問題研修会
　～スマホより親子の会話を～
亜２月20日（火）午前10時30分～正午
唖体育館・青少年センター 　娃イン
ターネット世界におけるリアルな子ど
もの姿　哀筒崎眞美氏　葵青少年愛護
センター（☎31-8229 ）

◆子育てセンター子育て講演会
亜２月24日（土）午前10時～ 11時30
分　唖保健福祉センター　娃「あーよ
かったなあなたがいて」 優しさとい
う温かい貯金　阿子どもの保護者・80
人※託児あり〈６カ月以上・先着25人・
要予約〉　哀元気塾ＰＬＵＳ代表教育
サポーター・仲島正教氏　逢２月１日

（木）午前９時～右記へ　葵子育てセン
ター（☎31-8006）

◆一時保育つき大人の読書タイム
亜２月19日(月）20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２月７日（水）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）

◆大人が楽しむおはなしの会
亜２月21日（水）午前10時～正午（途中
入場不可）　阿成人40人〈要予約〉※子
ども同伴不可　哀兵庫県子どもの図書
館研究会代表・芦田悦子氏　逢２月１
日（木）午前10時より右記へ　葵図書
館（☎31-2301）

◆リードあしやの催し
唖＆葵市民活動センター （☎26-6452 /穐
26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp）

【ボランティア受け入れ方講座】
亜２月22日（木）午後２時～４時　娃
ボランティア受け入れの基本的なポ
イントとコツ　挨500円　逢氏名、住
所、電話番号、団体名、メールアドレス、
ファクス番号、学びたい事をＥメール
で上記へ

【初心者のためのボランティア講座】
亜２月24日（土）午前10時～ 11時30分
娃自分にあったボランティア活動の見
つけ方、気持ちよく続けるためのコツ
ほか　逢電話かＥメールで名前と電話
番号を上記へ

１月31日までの受け入れ分（敬称略）
【社会福祉課取り扱い分】
（社会福祉のために）

●2,000,000円、宗教法人真如苑
●30,000円、甲南土木建築労働組合

【市民参画課取り扱い分】
●20,000円、淡交会阪神支部

◆児童手当・特例給付受給者の人へ
娃平成29年10月～平成30年１月分の
手当を２月15日(木)に指定の口座に振
り込みます。※現況届が未提出の場合
は、平成29年6月以降の手当を支給で
きません。至急下記へご提出ください。
葵子育て推進課こども係（☎38-2117）

◆図書館休館のお知らせ
娃所蔵資料の点検のため、下記の期間
休館します。

【本館】２月26日～３月６日【打出分室】３
月13日～ 14日【大原分室】３月５日～８日
※返却ポストは休館中も利用可〈図書館
本館・東西入口横/ＪＲ芦屋駅北「憩いの
広場」内〉終日利用可/〈市役所地下１階 
駐輪場入口横〉午前６時30分～翌日の午
前０時利用可　葵図書館（☎31-2301）

◆芦屋市・西宮市・宝塚市３市合同臨時
　保育士登録・相談会
亜２月２日（金）午前10時～ 11時30分
唖プレラにしのみや　娃各市内保育所
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）

◆ひょうごラジオカレッジ
　（高齢者放送大学）学生募集
亜２月５日～４月13日　娃ラジオ関
西毎週土曜・午前７時～７時30分放送
阿50歳以上で県内在住の人　挨年間
6,000円（テキスト代含む）　逢＆葵ひょ
うごラジオカレッジ（☎079-424-3343）

◆【住宅改修事業者向け】
　介護保険住宅改修費受領委任払い
　取り扱い業者登録説明会
亜＆阿２月22日(木) ①午前10時～ 10
時30分(平成29年度登録業者)②午前11
時～正午(新規登録希望業者)※受領委
任払いで住宅改修を行うためには説明
会の参加が必須です。（償還払いの場
合、説明会への参加不要です。）　唖市
役所東館　葵高齢介護課（☎38-2024）

◆県立網干高等学校（通信制）生徒募集                   
亜【面接日】３月４日、５日　阿平成30
年３月に中学校を卒業見込みの人・す
でに卒業し県内在住・在勤の人　娃同
校または県立阪神昆陽高等学校ほかの
協力校に年間約20日通学　挨年間約
5,000円/考査料950円　逢２月19日～
26日（火・土を除く）に右記へ　葵県立
網干高等学校（☎079-274-2014/〒671-
1234 姫路市網干区新在家259-1）

◆平成29年度芸術文化活動表彰者候
　補の推薦募集
阿芦屋市民または、芦屋市内を中心に
活動する個人か文化芸術団体　逢２月
９日（金）までに、問い合わせの上、下
記へ※申請書は市ホームページから
ダウンロード可　葵市民参画課（☎38-
2007）

◆第９期阪神南地域ビジョン委員募集
亜４月１日から２年間　阿満18歳以
上（４月１日現在）、阪神南地域で地域
づくり活動に意欲のある人・60人　逢
２月28日（水）〈消印有効〉までに所定
の用紙で下記へ※ホームページ（第９
期阪神南地域ビジョン委員募集で検
索）ダウンロード可　葵阪神南県民セ
ン タ ー 県 民 運 動 課（☎06-6481-4542/
穐 06-6482-0579/悪hanshinm_kem@
pref.hyogo.lg.jp）

◆スポーツ推進委員募集
亜４月から２年間　阿スポーツに関す
る深い関心と理解をもち、実技の指導・
助言ができる人・若干名　逢２月16
日（金）までに、郵送〈必着〉または執務
時間内に履歴書と「あなたが貢献でき
る地域スポーツ」をテーマにした作文

（400字程度・A4サイズで様式問わず）
を右記へ　葵スポーツ推進課（☎22-
7910/〒659-0072  川西町15-3）

■あしや喜楽苑ギャラリー
亜①1月31日 ～ ２ 月12日 ま で ② ③
２月14日～ 28日・午前９時～午後
５時（最終日午後３時まで）　娃①
PART14スケッチ水彩画と絵手紙展②
～悠久の微笑～百歳の肖像Ⅹ③濱中
平之・号外でふりかえる平成の30年間 
唖＆葵あしや喜楽苑（☎34-9287）

■10代のためのやすらぎの部屋
亜２月３日・17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）

■遺言書・相続手続・
相続税・登記の相談会

亜２月４日（日）午後１時15分～４時
〈要予約〉　唖市民センター　娃税理

士・司法書士・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）

■丹波の朝採り有機野菜市
亜２月７日・14日・21日・28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）

■シニア向けピラティスお試し会　
亜２月７日・14日（水）午後１時30分
～３時　唖市民センター　娃ピラ
ティスの指導　挨800円　葵ＮＰＯ
結・ 山 口（ ☎31-8389）　　　　　　
　　　　　　　　　　
■行政書士による交通事故被害者の

　ための講演会＆相談会
亜２月10日（土）午後１時30分～４
時30分　唖市民センター　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２月11日（日）午前８時～午後３
時　唖ＪＲ芦屋→近鉄大阪阿部野橋
駅→二上山駅→雄岳→雌岳→鉄塔→
屯鶴峯→近鉄関屋駅（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）　

■知的障がい児・者のための音楽ひろば
亜２月11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※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２月11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）
　　
■歌の玉手箱（コーラス体験）
亜２月14日（水）午前９時30分～正午　唖
市民センター　姶筆記用具　葵あしや
ＹＯクラブ・天王寺谷（☎22-8689）
　
■心を病む人の家族の会   芦屋家族会
亜２月15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）

■みんなで歌いましょうin美博
亜２月16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）

■みんな集まれ！親子体操
亜２月17日・24日（土）午前11時～ 11
時45分　唖体育館・青少年センター
娃親子体験・リズム遊び等　阿２歳～
未就学児　逢＆葵芦屋ちゃいるどダ
ンス教室・近藤（☎35-2146）

■認知症の人をささえるあじさいの会
亜２月19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）

■母と子のいこいの部屋
亜２月20日（火）午 前10時 ～ 11時30
分　唖図書館　娃友達づくり　阿０
歳～未就園児と保護者　葵バルー
ン・津田（☎32-2610）

■折り紙教室
亜２月21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）

■子どもいけばな体験教室
亜２ 月24日(土)① 午 前11時 ～ 正 午
②午後２時～３時/25日（日）③午前
11時～正午④午後２時～３時　唖
ホテル竹園　阿小・中学生・各回15
人　挨500円　逢２ 月10日(土)まで
に下記へ　葵未生流(庵家)・米田（悪
mishoryuanke@jcom.zaq.ne.jp）

■お笑い英会話
亜２月24日（土）午後１時30分～３時　唖
木口記念会館　葵たつしろ（☎35-5315）

■あしや聖徳園
第5回パワーチャージプログラム

亜２月24日（土）午後１時～２時30
分　娃施設見学会　阿市内在住・20
人　唖＆逢＆葵あしや聖徳園・城埜、
杦中（☎32-7667/穐32-5510）

■映画「標的の島　風かたか」と
　三上監督のトーク

亜２ 月24日（ 土 ）午 後 １ 時30分 ～
５時　唖上宮川文化センター　挨
1,000円（大学生以下無料）　葵芦屋

「九条の会」・片岡（☎090-7118-2312 ）
　
■聴覚障がい者移動相談・「聴覚障　

　害」の理解セミナー
亜＆娃２月26日(月)相談：午前10時
～正午/セミナー：午後１時30分～４
時　唖市民センター　哀県立聴覚障
害者情報センター相談員　逢＆葵兵
庫県立聴覚障害者情報センター（☎
078-805-4175/穐078-805-4192)

■パソコン講座３月
亜＆娃①エクセル中級/ ３月５日～（毎
月曜）②ブログ入門 / ７日～（毎水曜）
※21日除く③Windows10入門/ ９日～

（毎金曜）④個人教室/ ５日～（毎月曜）
①午後１時30分～３時30分②～④午前
10時～正午　阿＆挨①③3,500円〈全４
回〉②3,000円〈全３回〉（教材費別）・各
先着10人/④２時間2,500円・先着５人　
逢２月１日（木）から右記へ　唖＆葵シ
ルバー人材センター（☎32-1414）

■1.17犠牲者追悼・東北、
　　　　九州復興支援-特別演奏会
亜３月16日(金)午後６時30分開演　
唖神戸文化ホール　愛陸上自衛隊中
部方面音楽隊ほか　逢２月16日(金)

〈必着〉往復はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・同伴者( １人）を記入し
右記へ　葵陸上自衛隊中部方面音楽
隊後援会（☎090-3672-0026/〒659-
0023 大東町10-12-208）

■スーパーキッズ・オーケストラin 
　ＡＳＨＩＹＡ チャリティコンサート
亜３月26日（月）午後１時30分～　唖
ルナ・ホール　挨大人2,000円・18歳以
下1,000円（全席自由）　逢＆葵国際ソ
ロプチミスト芦屋・岡本（☎32-7799）

■甲南大学図書館の利用申し込み
亜３月９日（金）・10日（土）午前10時～
/12日（月）午後２時～いずれかに要出
席　阿市内在住・在勤の20歳以上の人
※申込時要本人確認　挨3,000円（４月
~平成31年３月）※１、７月を除く　葵
甲南大学図書館（☎078-435-2740）　

市民のひろば市民のひろば

■凡例…亜日時（日程）唖会場・場所　娃内容　阿対象・定員　哀講師　愛出演　挨費用（記載のない催しは無料）姶持ち物　逢申し込み　葵問い合わせ


