
 
 

 

 

 

  

 

  

曜日 
児童センター 
２２－９２２９ 

子育てセンター 
３１－８００６ 

芦屋市立図書館本館 
３１－２３０１ 

その他 

1（日） 
休館日 休館日   

2（月） ◆9：30受付開始（窓口） 
14:30～16:00親子フリールーム 

▲ 休館日 ▲▲ 

3（火） 
◇℡受付開始 9:30～ 

▲ 潮見△ 西山△ 
13:00～15:00 休館日 

W.N.W カルガモクラブ 前田集会所 10:00～
11:30問 31－1655（河村）0歳～就園の親子 

4（水） ♪◇①9:15～②10:45～
③14:45～(各 75分) 

 ○10:00～12:00 ☆（打出教育文化センター）10:00～11:30 

5（木） □15:00～（受付は当日
会場で 14:55～） 

▲ 小槌△ 浜風△ 
13:00～15:00   

6（金） 
△△ 

▲カンガルークラブ 
10:00～11:30  

♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）11:00～16:00 

7（土） 
 ▲  精道△岩園△

13:00～15:00 
●14:00～15:00※3歳
～小学生 

♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）10:00～12:00 

8（日） 
休館日 休館日   

9（月） 14:30～16:00 親子フリールーム
受付は 14：:25～当日会場 ▲ 休館日 ▲▲  

10（火） 
℡受付開始■9:30～ ▲ 潮見△ 西山△ 

13:00～15:00 
◎10:00～11:30※0歳
～未就園児と保護者 

 

11（水） 
♪■①9:30～②10:45～  

○10:00～12:00 
☆10:00～11:30 ☆（三条集会所洋室C）10:00～11:30 

12（木） □15:00～（受付は当日
会場で 14:55～） 

▲  小槌△ 浜風△ 
13:00～15:00 

 
 

13（金） 
△△ ▲カンガルークラブ 

10:00～11:30  ♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）11:00～16:00 

14（土） 
 ▲ 精道△岩園△ 

13:00～15:00 
 ﾏﾏｷｯｽﾞﾊﾟﾃｨｰ 10:00～ ｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞきらきら問23-4150 

●図書館打出分室 15:00～15:30 3歳以上 
15（日） 

休館日 休館日  
 

16（月） 14:30～16:00 親子フリールーム
受付は 14：:25～当日会場 ▲   

▲▲ 
17（火） 

 ▲  潮見△ 西山△ 
13:00～15:00   

18（水） ♪◇①9:15～②10:45～
③14:45～(各 75分) 

 

 
 ☆（上宮川文化センター）10:00～11:30 

19（木） □15:00～（受付は当日
会場で 14:55～） 

▲  小槌△ 浜風△ 
13:00～15:00  

\♪W.N.Wカルガモクラブ 前田集会所13:00～
17:00 問 31－1655（河村）0歳～就園のお親子 

20（金） 
△△ ▲カンガルークラブ 

10:00～11:30  ♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）11:00～16:00 

21（土） 
 ▲ 精道△岩園△ 

13:00～15:00   

22（日） 
休館日 休館日   

23（月） 
 ▲  ▲▲ 

24（火） 
 ▲  潮見△ 西山△ 

13:00～15:00 
◎10:00～11:30※0歳
～未就園児と保護者 

  

25（水） ♪■①9:30～②10:45～ 
♪◆13:00～16:00 

  ☆（朝日ヶ丘集会所）10：00～11：30 

26（木） 
 ▲  小槌△ 浜風△ 

13:00～15:00 
  

27（金） △△ ▲ カンガルークラブ 
10:00～11:30  

♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）11:00～16:00 

28（土） 
 ▲ 精道△岩園△ 

13:00～15:00 
●14:00～15:00※3歳
～小学生 

 

29（日） 休館日 休館日   

30（月） 14:30～16:00 親子フリールーム
受付は 14：:25～当日会場  休館日 ▲▲ 

アイコンの見方 ♪＝事前申込必要 ￥＝有料  

■＝ひよこひろば①9:30～②10:45～（各60分）□＝あそびひろば ◇＝こどもひろば ◆サポート

ルーム貸し出し ☆＝あい・あいるーむ 問 38－2045(こども課)  ▲＝むくむく10:00～16:00  

▲▲ぷくぷく（ウィザスあしや）10:00～16:00 △△もこもこ （上宮川文化センター＝児童センター）

10:00～16:00 ※むくむく、ぷくぷく、もこもこの問い合わせは子育てセンター問(31-8006)  

△＝なかよしひろば13:00～15:00 ●＝子どもおはなしの会・絵本の会 ○＝おはなし作りの部屋 

問31－6801(岡山) ◎＝母と子のいこいの部屋 問 32－2610(津田) 

 

・行事予定は予告なしで変更になる事もあります。 

・事前に申込必要なものや人数・年齢制限のあるものあります。 

 各施設へお問合せの上ご利用下さい。 

第1・第3週目は 
子育てセンターにて 

第2・第4週目は 
大原集会所にて 

14日（土）10:00～12:00まちの寺子屋  
幼稚園児と小学生  前田集会所 問23-3899 

11日（水）15:00～16:00 
おはなしひろば 

第2・第4週目は 
大原集会所にて 

特別整理（蔵書点検

等）のお知らせ 

 

図書館本館では，6

月 14日（土）～23

日（月）まで特別整

理等のため休館・休

室します。上記期間

中は，おもに資料の

所在確認等を行い

ます。 

なお，公民館図書

室・上宮川文化セン

ター図書室は通常

どおり開室します

のでご利用下さい 



 

 

曜日 
児童センター 
２２－９２２９ 

子育てセンター 
３１－８００６ 

芦屋市立図書館本館 
３１－２３０１ その他 

1（火） ◇℡受付開始 9:30～ 
 

▲  潮見△ 西山△ 
13:00～15:00 休館日 

W.N.W カルガモクラブ 前田集会所 10:00～
11:30問 31－1655（河村）0歳～就園の親子 

2（水） ♪◇①9:15～②10:45～
③14:45～(各 75分)  ○10:00～12:00  

3（木） □15：00～（受付は当日
会場で 14：55～） 

▲ 小槌△ 浜風△ 
13:00～15:00 

 
 

4（金） △△ ▲ カンガルークラブ 
10:00～11:30  ♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ

ー13:00～16:00予約専用 38－2022） 

5（土）  
 

●14:00～15:00※3歳
～小学生 

♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ
ー予約専用 38－2022）10:00～12:00 

6（日） 休館日 休館日  
 

7（月）  ▲ 休館日 ▲▲ 

8（火） ℡受付開始■9:30～ 
▲  潮見△ 西山△ 

13:00～15:00 
◎10:00～11:30※0歳
～未就園児と保護者  

9（水） ♪■①9:30～②10:45～ 
おはなしひろば15:00～  ○10:00～12:00 

☆10:00～11:30 ☆（打出教育文化センター）10:00～11:30 

10（木） □15：00～（受付は当日
会場で 14：55～） 

▲  小槌△ 浜風△ 
13:00～15:00 

 
 

11（金） △△ ▲ カンガルークラブ 
10:00～11:30  ♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センタ

ー13:00～16:00予約専用 38－2022） 

12（土）  ▲  精道△ 岩園△ 
13:00～15:00 

●14:00～15:00※3歳
～小学生 

ﾏﾏｷｯｽﾞﾊﾟﾃｨｰ 10:00～ ｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞきらきら問23-4150 
●図書館打出分室 15:00～15:30 3歳以上 

13（日） 休館日 
休館日   

14（月）  ▲ 休館日 ▲▲ 

15（火）  ▲  潮見△ 西山△ 
13:00～15:00 

◎10:00～11:30※0歳
～未就園児と保護者  

16（水） ♪子育てママの生活ミ
ニ講座 10:15～11:45   ☆（三条集会所洋室C）10:00～11:30 

17（木）  
▲  小槌△ 浜風△ 

13:00～15:00  \♪W.N.Wカルガモクラブ 前田集会所 13:00～
17:00 問 31－1655（河村）0歳～就園のお親子 

18（金） △△ ▲ カンガルークラブ 
10:00～11:30  ♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センター

13:00～16:00予約専用38－2022） 

19（土）  
▲ 精道△ 岩園△ 

10:00～12:00 
●14:00～15:00※3歳
～小学生  

20（日） 休館日 休館日   

21（月） 休館日 休館日  ▲▲は休館日のためお休み 

22（火）  ▲  潮見△ 西山△ 
10:00～12:00 

休館日 
 

23（水）     

24（木） □10:30～（受付は当日
会場で 10：25～） 

▲  小槌△ 浜風△ 
10:00～12:00 

 
 

25（金） △△ ▲ カンガルークラブ 
10:00～11:30  

♪女性の悩み相談（芦屋市男女共同参画センター
13:00～16:00予約専用38－2022） 

26（土）  
▲  精道△ 岩園△ 

10:00～12:00 
●14:00～15:00※3歳
～小学生 

 

27（日） 休館日 休館日   

28（月）  ▲ 休館日 ▲▲ 

29（火）  ▲  潮見△ 西山△ 
10:00～12:00 

◎10:00～11:30※0歳
～未就園児と保護者 

 

30（水）    ☆朝日ヶ丘集会所 10:00～11:30 

31（木）  ▲  小槌△ 浜風△ 
10:00～12:00  夏休みフェスタ 前田集会所 13:00～17:00 

0歳～小学生低学年 問31-1655（河村） 

アイコンの見方 ♪＝事前申込必要 ￥＝有料  

■＝ひよこひろば①9:30～②10:45～（各60分）□＝あそびひろば ◇＝こどもひろば ◆サポート

ルーム貸し出し ☆＝あい・あいるーむ 問 38－2045(こども課)  ▲＝むくむく10:00～16:00  

▲▲ぷくぷく（ウィザスあしや）10:00～16:00 △△もこもこ （上宮川文化センター＝児童センター）

10:00～16:00 ※むくむく、ぷくぷく、もこもこの問い合わせは子育てセンター問(31-8006)  

△＝なかよしひろば13:00～15:00 ●＝子どもおはなしの会・絵本の会 ○＝おはなし作りの部屋 

問31－6801(岡山) ◎＝母と子のいこいの部屋 問 32－2610(津田) 

 

・行事予定は予告なしで変更になる事もあります。 

・事前に申込必要なものや人数・年齢制限のあるものあります。 

 各施設へお問合せの上ご利用下さい。 

第1・第3週目は 
子育てセンターにて 

1日tel受付13:00～ 16日（水）

子育てママの生活ミニ講座 

 

7日親子フリールーム 14:30～16：00 
受付は当日会場で 14:25～ 

第2・第4週目は 
大原集会所にて 

第1・第3週目は 
子育てセンターにて 

14 日親子フリール
ーム 14:30～16：00 
受付は当日会場で
14:25～ 

第2・第4週目は 
大原集会所にて 

24日夏休み/こども生
活こうざ14:00～15:00 
対象小1～3 保護者 

26 日保健福祉フェ
ア（むくむくにて） 
10:00～16:30 

7/19～8/30 までなかよし
ひろばの時間は 10:00～
12:00に変更します 

5日（土）10:00～12:00まちの寺子屋  
幼稚園児と小学生  前田集会所 問23-3899 

25日（金）夏休み折り紙教室 
10:15～11:30 図書館・集会室 
4 歳～小学校低学年（保護者同伴可） 
定員：先着40名  持ち物：折り紙、 
はさみ、のり 

3日10:00～下記の電話受付開始 
・25日（金）折り紙教室  
・29日（火）人形劇の会 

29 日（火）夏休み人形劇の会 10:15～
11:15図書館集会室 
幼児～小学校低学年（保護者同伴可） 
定員：先着80名  
内容：「ブタになったおおかみ」他 



★12月開催日:12/25(土)～12/29(水) 

年末30・31休み 

★ 1月開催日: 1/1元旦～1/3(月) 福袋あり  

1/29(土)～2/4(金)の一週間 

 

 

【お問い合わせ】㈱イン・ザ・フィールド 090-3991-0468（担当：田中）http://ameblo.jp/littlemisscontests 

 

 
 

        
●法律相談は予約制 ●保育士有資格スタッ 

フが相談中のお子様をフォロー可 ●家庭や 

仕事に関する法律問題広く取扱い ●土日祝 

時間外も応相談 ●弁護士も子育て中です 

法律事務所 ながき 
住：芦屋市船戸町４－１  

ラポルテ本館３階 

℡：0797-32-6510 

営：平日9時～17時 

兵庫県弁護士会所属 

         
4月1日開店しました。 ネイル・ボディー 

ジュエリー・リンパエステ・フェイシャルパック 

・エイジングケア etc・・・やってます。ＭＵＭ 

ベビーマッサージ 親子ヨガ教室 生徒募集 

７Ｊｅｗｅｌｒｙ・ＭＵＭ・ＨＵＧ 
住：芦屋市海洋町１０番６号 

休：不定休・予約制 

℡：070－5502－0831 

営：10：00～18：00 

         
このサマースクールでしか味わえない、インターナショ

ナルな雰囲気を夏休みに満喫しませんか？英語の歌や

ゲーム、モンテソーリプロジェクト、フラダンス、リト

ミックにPhonics、WaterPlayなど楽しく学べます♪ 

詳細は、HPにてご確認ください。 

芦屋浜ファミリープリスクール 
住：芦屋市浜風町31-2 

www.family-center.org 

℡：0797-35-3735 

実施期間 7/21〜8/22 

            
産後ヨガ・ベビーヨガ・ベビーマッサージ 

よちよち歩き向けの育脳ヨガに参加してリフレ

ッシュしてみませんか？ヨガ初心者歓迎 

芦屋市茶屋之町にて好評開催中。 

エンブレース ラブ ママヨガ 
http://ameblo.jp/embrace-love 

ﾒｰﾙ：embrace_love_kobe@ 

yahoo.co.jp 

℡ ：080-4025-2579 

第2/4木曜  9:45・10:40 

            
バッグクリーニングをすれば、カビ、シミ、ムラ、

変色等を改善します。持ち手の使い傷み、キズ、

色あせ、色むらはバッグリメイクで・・・。 

料金5000円～ ●HP： toyo-ld.com  

WASH’N & STYLE 東洋ランドリー 
住：芦屋市清水町4-5 

休：日曜・祝日 

℡：0120-14-0353 

営：9:00-18:00（土曜も） 

            
オーガニックとオールハンドで産後ママのフェ

イシャル＆ボディエステ。筋肉をほぐして老廃物

をリンパへ。肩こり、腰痛スッキリ！ 

骨盤スリム、ブラジリアンＷＡＸも大人気！ 

Ｐlatuna ～プレトゥーナ～ 
住：芦屋市楠町（詳細は予約時） 

休：日曜・祝日  

℡：0797-91-2080 営：10:00-18:00 

http://www.platuna.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな方を募集しています！ 
 

レポーター：芦屋市内の様々な子育て情報を探
してきて、記事として書いてみたい人。ブログ
ではものたりない方、おすすめですよ！ 
制作スタッフ：本誌レイアウトなどを担当でき
ます。経験者の方歓迎！ 在宅でも OK 

現在の編集スタッフは 20歳代～40歳代まで幅広く、みんな

子育て中のママ 5人～6人で「ちょこっと」を作っています。

編集会議の後はおしゃべりで盛り上がって子育てのストレ

ス解消もできるので一石二鳥？書くことに興味のある人、私

たちの仲間入りしてみませんか？ 

若いお母さんもおしゃれに着こなしを楽しむ時代です。お宮参り・七五三・入園入学・卒業式などに。

着物は着れても帯結びに自信のない方も一日着付け教室（千円）で自信をつけましょう。 

一度習ったけど忘れてしまったという方もお気軽に。 

 住：芦屋市楠町12-15-309 

休：日曜日（ご予約があれば営業します） 

Tel& Fax 0797-23-3099不在の際はFAXや留守電をご利用下さい。 和装着付け教室 芦屋ＯＭＩ       
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母親たちのリ・チャレンジ支援【ペルル】は、「子育てしながらキャリアアップ」を掲げて活動をしてい

ます。毎月１回、登録説明会を実施していますのでご興味のある方はお気軽におこしください。登録無料。 

メンバーになると、企業と一緒にイベントの企画などを考案する企画会議に出席したり、在宅ワークでの

お小遣いワークの求人情報などを手に入れることが出来ます。また、ママのリ・チャレンジを応援するイ

ベントや講座などにも参加できますので、キャリアアップへチャレンジ！ 説明会後に登録するかどうか

を決められますので、まずは気軽にご参加ください。（要事前予約） 

母親たちのリ・チャレンジ支援   ペルル 

〒659-0066  芦屋市大桝町 7-2-301（NPO 法人さんぴぃす内）  TEL＆FAX：0797-22-8896 

※但し、説明会前日の受付状況によって、翌月の予約となる場合もございますので、その際はご了承ください。 

 

【ペルル 登録説明会のご案内】(原則毎月第 1金曜日) 
 

日程 ：７月 4日（金）、9月 5日（金）※8月はお休みです  

場所 ： あしや市民活動センター（公光町5番 8号）  

時間 ： 10時半～ （30分程度） 

※説明会には、お子様連れでも参加できます 

 

① ②のいずれかの方法で登録してください！ 

① さんぴぃすの携帯サイト「ぷちぷらっと」にアクセス 

  してメニューの②ちょこっとカレンダー配信登録ペー 

  ジをクリック！アドレス http://plat.sanps.com/mo 

           

②            左のＱＲコードを携帯電話のカメラで読 

           み取ってアクセスしてください。 

       

 

「ちょこっとカレンダー」配信サービスのご案内★ 

・登録は無料です。もちろん月々の利用料もかかりません。

※ただし受信時のパケット料金はご負担下さい。 

 

・ほぼ毎日の配信を予定していますので、リアルタイムに情

報が届きます。（午前８時３０分～９時に配信予定） 

 

・芦屋警察署のミミズクネットの情報も転送されますので、 

防犯情報も同時に入手できます。 

 

・会員になるといろいろオトクなサービスを受けられる、会員

特典も現在準備中です。 
 

 

 

 
 

 

 

お問い合わせは・・・さんぴぃす ０７９７－２２－８８９６まで！ 


	6月7月カレンダー正
	ちょこっと応援団43号

