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社協とは・
・
・
？
社協（社会福祉協議会）
とは社会福祉法第109条に定
められている「地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体」です。全国・都道府県・市町村に設置され、地
域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推
進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っ
ている非営利の社会福祉法人の民間組織です。

発

行

社会福祉法人 芦屋市社会福祉協議会
〒659-0051 芦屋市呉川町14 -9
T E L0797（32）7530 FAX0797（32）7529

平成31年4月

芦屋ハートフル福祉公社と事業統合を行い、
新たな芦屋市社会福祉協議会として出発します

芦屋市社会福祉協議会は、芦屋ハートフル福祉公社の発展的な
解散に伴うすべての事業を引継ぐことで平成30年3月28日、市
の立会いのもとで基本合意をいたしました。
私たちの社会福祉事業と芦屋ハートフル福祉公社の在宅保健福
祉サービスがひとつとなることで、市民の皆様に「統合してよか
った」と言われるよう役職員一同取り組んでまいりますので、よ
り一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。
なお、芦屋ハートフル福祉公社の会員様を対象とした事業も、
引き続き実施いたしますので、来年４月以降は芦屋市社会福祉協
議会・会員への加入についてお知らせいたします。
芦屋市社会福祉協議会会長

加納

多惠子

基本合意調印の様子
（芦屋市社会福祉協議会・加納会長、芦屋ハートフル福祉公社・津村理事長）

地域の人々の輪を広げよう。

東芦屋町自治会長

山村

利勝

東芦屋町は東西に狭く、南北に長く坂道が多く、しかも細い路地も多いが、その分、緑豊かな閑静な住宅地です。この住環境
を守るため、住民が日夜努力をしております。
当自治会の加入世帯数は650戸で、加入率は約68％です。これはマンションが多く点在し、各マンションでは独自の自治組織
があるため、当自治会への加入が増えない原因にもなっております。町内を20班に分け各幹事を決めて活動を行っております。
年間行事は、毎年恒例の春（5月）と秋（11月）に地域住民の親睦を図るためにバス旅行を行っており、毎回40名前後の参加者
があり、日頃なかなか話す機会の少ない住民同士が和気藹藹と楽しんでおられます。又、毎月1回緑地清掃、及びクリーン作戦
も実施し、松寿会（老人会）のご協力のもと、小さい子どもから年配まで、楽しく作業をしております。これは地域住民のコミュ
ニケーションを深める意味合いもあり、毎回35名以上の参加があります。昨年は防災訓練も企画しましたが、あいにくと台風の
為、中止になり残念でした。今後は年2回程度、開催したいと思っております。そして松寿会では、市の運動会にも協力し、参
加者全員には昼食弁当を用意しており、さらに新年会も開催し、毎回40名
以上の会員が参加し、楽しい一時を過ごし皆、笑顔で元気に帰っていって
おります。
また、民生児童委員・福祉推進委員が主催する高齢者のつどいもあります。
自治会としては、これらの活動に積極的に協力し、支援を行っていく事
により、地域の人々の輪を広げる事により、災害時には必ず役立つことと
信じ活動を進めていきたいと思っております。

社協会費へのご協力をお願いします
社協事業を支えてくださる方を募集しています。
芦屋市社会福祉協議会は、たくさんの市民の方や事業所、団体等の皆
さまからの温かいご支援とご協力により事業展開しています。皆さまか
らの会費は芦屋市の地域福祉活動の充実に向けた貴重な財源として広く
活用しております。
経済状況も大変厳しい中、何かと出費ご多端とは存じますが、平成30
年度の当社協の会員加入にご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。また、ご加入時のお申し出により社協だよりにお名前を随時掲載
させていただきます。

普通会員
団体会員
賛助会員
特別会員

種
類
会費（1口）
芦屋市内にお住まいの方
1,000円
芦屋市内の施設・団体及び事業所をお持ちの方 3,000円
市外にお住まいの方
1,000円
市外の施設、団体及び事業所をお持ちの方
3,000円
5口以上の会費を納められた方及び団体会員等で1万円
以上納められた方

●振込先口座名義
社会福祉法人 芦屋市社会福祉協議会 会長 加納 多惠子
○ゆうちょ銀行 0 0 9 6 0 1 1 4 2 0 6 1
☆社協の窓口でも随時お預かりさせていただきます。

「社協だより」は『声の広報』
『点字広報』も作成しています。 郵送をご希望される方は、社協（ ☎0797−32−7530
へ
℻0797−32−7529 ）

社協だよりは、福祉推進委員、民生児童委員、自治会等の協力を得て配布しています。
赤い羽根共同募金配分金により発行しています。
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事業報告

平成29年度芦屋市社協

●ワンコインサロン
高齢者交流室における交流事業 33回開催 延べ参加者数 412人
●高齢者会食懇談会 10回開催 延べ参加者数 343人
●しょうがい者とのスポーツ交流ひろば
12回開催 延べ参加者数 353人
●打出商店街内の交流拠点「まごのて〜打出いこいの場」の運営
見まもり協力員による話し相手、イベントの開催
●保健福祉センター受付、総合案内業務
●介護用品の貸出 車いす貸出49件
●当事者組織への支援
地域子ども会活動助成 28件
（3）権利擁護支援の推進
●福祉サービス利用援助事業
契約件数 50件 専門員による訪問調査 748回 生活支援員による
支援 2,267回
●財産保全サービス事業 契約件数 6件
●権利擁護支援センター事業
権利擁護に関する相談窓口、虐待、消費者被害、財産・金銭管理、成
年後見制度の利用等の相談を実施
権利擁護専門相談 延べ2,730件
権利擁護専門支援事業 虐待通報件数68件
権利擁護支援者養成研修 参加者24人
介護相談員派遣事業 活動人員38人、協力施設12施設
●法人後見受任 3件
（4）地域と連携したニーズ把握の推進
●協力事業者による地域見まもりネットワーク事業 登録事業者126事業所
●ストップ・ザ・無縁社会 全県キャンペーンの取り組み
兵庫県社会福祉協議会が、中心となって進めている「ストップ・ザ・
無縁社会 全県キャンペーン」の協賛イベントとして啓発フォーラム
を開催 参加者 160人

平成29年度は、芦屋市社会福祉協議会「第7次地域福祉推進計画」
（平
成29年度〜平成33年度）の初年度として、計画に基づく事業・活動の推
進を図りました。新規事業として、生活物品等ゆずりあいネットワーク
事業、ひとり一役活動推進事業、アクションプログラム推進協議会に取
り組みました。また、社協本来の機能である小地域福祉活動、地域福祉
のネットワークづくり等についても事業・活動の展開を図る中で、地区
福祉委員会等を核とした取り組みを行いました。
以下主な事業を報告します。

推進目標

1

福祉への理解と多様な地域福祉活動
の推進

（1）福祉学習の推進
●児童・生徒等のボランティア活動助成
ボランティアへの取り組みを行った10校へ助成、資機材貸出、ボラン
ティア講師の紹介
●夏休み中学生福祉ボランティア学習 参加者24人
●ボランティア養成講座・体験教室
2講座（要約筆記、子育て支援） 参加者15人
●認知症サポーター養成講座開催
基礎編 開催回数25回
ステップアップ編（基礎編受講者等を対象の講座） 開催回数1回
●手話奉仕員養成講座入門 参加者10人
（2）小地域福祉活動の推進
●地区福祉委員会活動
民生児童委員、福祉推進委員による見まもり、訪問、地区委員会だよりの発行
高齢者のつどい開催 各町・各地区で96回開催
地区生きがいデイサービス実施 参加者延べ3,827人
（3）ボランティア活動の推進
ボランティア・福祉団体スペースの運営
ボランティアコーディネート
ボランティア活動センター連絡会議の開催
ボランティア市民活動災害共済受付
（4）災害時の支え合い活動の推進
災害時要配慮者支援の推進
地区防災訓練への参加
救急医療情報キットの配布 152個
（5）地域福祉活動への支援の充実
●多様な主体との連携の強化
フードバンク活動との連携 食糧提供依頼 19件
フードドライブの実施 7回 市民からの提供食糧合計 115㎏
●活動に関する財源の確保
ボランティアグループ活動助成 26件
兵庫県県民ボランタリー活動助成申請受付 37件
●コミュニティソーシャルワーカーによる支援
地区福祉委員会活動支援
地域発信型ネットワークの推進
市内各所への出張相談の実施（まごのて、セブンイレブン潮芦屋店）33回
地域活動、個別支援業務

2

多様なニーズに対応した社協
らしい相談支援・生活支援の推進

◇支出の部

決算収支の内訳
︵単位 円︶

（1）相談支援の充実
●総合相談窓口（生活困窮者自立相談支援事業）
延べ相談件数 2,695件
●障がい者相談支援事業
基幹相談 延べ相談件数 1,462件
一般相談 延べ相談件数 1,622件
●指定特定障がい者相談支援事業
障がい福祉サービスの利用者を対象に、サービス等
利用計画及び継続サービス利用支援の計画作成
延べ相談件数 1,529件
●心配ごと相談（民生児童委員による身近な福祉相談）
延べ相談件数 154件
●生活福祉資金貸付事業（県社協）
学費や障がいのある人の自動車購入費等資金の貸付
相談567件 貸付19件 失業による休職中の生活費の
貸付相談45件 貸付2件
●福祉を高める運動の推進（民生児童委員による見ま
もり、訪問・援助）
対象世帯 395世帯（経済的問題を抱える20世帯に
援助金支出）
（2）生活支援サービス活動の推進
●生活物品等ゆずりあいネットワーク事業
生活困窮者等が必要とする日用品の提供を、地域住民等
に呼びかけ物品を提供し支援 提供件数 50件
●ひとり一役活動推進事業
地域の助け合いの活性化と社会参加の推進のため、
施設や高齢者の自宅において話し相手、軽作業等の
活動を実施 延べ活動件数 1,666件
●アクションプログラムの推進
芦屋市地域福祉計画で取り組む事業を地域住民と協力し
て推進する場を検討 協議会 11回開催、活動件数 16回
●障がい児日中一時支援事業 延べ利用者数 798人
●ファミリー・サポート・センター事業
延べ活動回数 6,428件

◇収入の部

推進目標

勘

推進目標

地域福祉を推進するためのネットワーク
の強化

（1）地域発信型ネットワークの推進
●地域発信型ネットワーク活動 地域での会議 全32回
小学校区域、
中学校区域、
全市域における各会議において、住民、専門職、
行政が協働して課題解決に取り組むネットワークづくり

推進目標

4

社協基盤の強化

●社協だよりの発行
社協活動への理解を広めるとともに、地域の見まもり活動の一環として、
地区福祉委員会、自治会等の協力を得て全戸配布を実施 年4回発行
●会員制度の推進 社協活動への個人・団体からの会員加入による支援
会員数 454（普通339 団体66 賛助11 特別会員38） 会費総額
970,000円
●歳末たすけあい運動
共同募金委員会に寄せられた募金を福祉・経済的支援や世帯等に配分
1,237,166円

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
障害者福祉サービス等収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等による収入
その他の活動収入
合
計

勘

3

定

科

目

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
施設整備等による支出
その他の支出
合
計

サービス区分
法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業 障害者福祉事業
403,000
733,661
39,473,000
0
0
5,700
197,500
0
889,364
618,808
0
100
42,321,133

285,000
604,822
15,192,500
58,071,078
4,000
1,061,918
0
0
121,463
538,704
1
980,256
76,859,742

0
0
8,690,166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,690,166

62,861,113
10,957,537
223,052
4,000
0
0
64,846
54,000
905,041
1,093,560
76,163,149

0
3,861,264
0
0
460,000
0
4,348,902
20,000
0
0
8,690,166

計

282,000
970,000
0
1,338,483
0 63,355,666
0 58,071,078
0
4,000
0
1,067,618
0
197,500
22,616,396 22,616,396
158,396
1,169,223
0
1,157,512
0
1
801,650
1,782,006
23,858,442 151,729,483

サービス区分
法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業 障害者福祉事業
36,674,575
0
1,037,635
0
0
49,000
40,000
526,600
183,600
2,162,869
40,674,279

合

合

計

14,204,837 113,740,525
1,137,504 15,956,305
66,485
1,327,172
120,670
124,670
0
460,000
0
49,000
0
4,453,748
0
600,600
0
1,088,641
262,130
3,518,559
15,791,626 141,319,220
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ボランティア活動センターコーナー
手話サークルクレッシェンドが

緑綬褒章

を受章しました

私たちは、昭和47年に芦屋市で初めて設立された手話サークルです。46年間の長きに
亘って聴覚に障がいのある人の社会参加支援活動を実践してきました。
現在も毎週、月曜の午後と、水曜の夜に、手話の学習と聴覚に障がいのある人との交流
を行っている他、ふれあい運動会や高齢者のつどい等、市内のイベントや講演会をはじめ、
手話ボランティア養成講座の講師の通訳を担っています。今後も様々な場面で手話を通じ
た活動を続けていきます。
（クレッシェンド一同）

手話ボランティア養成講座＜入門編＞

時：平成30年10月4日〜平成31年2月14日（毎週木曜日・年末年
始除く・全18回） 13：30 〜 15：30
●場 所：保健福祉センター 2階 団体会議室1
手話を勉強したいという気持ちはあったけれど、今 ●対 象：手話をはじめて学ぶ方
●定 員：20名
まで学ぶ機会がなかった方へ、手話を一から学ぶチャ ●受講料：2,000円（社協会員は1,000円）＋テキスト代
ンスです。初心者向けの講習なので、全く手話の経験 ●申込み・お問い合わせ：
が無い方でも、安心して受講していただけます。
社会福祉協議会ボランティア活動センター TEL：0797−32−7525

第 9 回あしや保健福祉フェア
このまちがすき 〜つながりをひろげよう〜
お子様からお年寄りまで楽しめる内容となっていますので、みな
さまお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。
●日
●会
●内

時：7月28日（土）10：00 〜 16：00
場：はなみずき芦屋（保健福祉センター・木口記念会館・あしや温泉）
容：「エントランスコンサート」「地域福祉に関する講演会」
「健康・福祉・相談コーナー」
社協では、
「フードドライブ（ご家庭で余った食品の募集）」
「しょうがい者とのスポーツ交流ひろば」「ボランティアグ
ループ活動紹介」「ひとり一役ワーカー登録」「ファミサポ
会員登録」「手づくり工作コーナー」等を実施します。
●お問い合わせ：保健福祉センター TEL：0797−31−0612

権利擁護支援者養成研修・説明会
のお知らせ

判断能力が不十分な状態にある高齢者や障がいのある人を地域で支
える、「権利擁護支援の担い手」を養成するための研修です。

研

修

●内 容：権利擁護支援の基本から成年後見など具体的な実務まで
●場 所：保健福祉センター
●期 間：9月〜翌年2月の土曜日＜全11回＞
●受講料：無料
●対 象：市内在住・在勤の方

説

明

会

●日 時：8月18日（土）10：00 〜 1時間程度
●場 所：保健福祉センター 3階 会議室1
●お問い合わせ：権利擁護支援センター TEL：0797-31-0682

認知症サポーター養成講座
認知症の方への対応方法など、認知症について学べます。
芦屋市在住・在勤の方ならどなたでもご参加ください。
●日 時：8月10日（金）10：00 〜 11：30
●場 所：保健福祉センター１階高齢者交流室
●定 員：15名
●申込み・お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
TEL：0797−32−7525 9：00〜17：30（土日祝除く）

●日

流会

テラコッタの
キャンドルカバーをつくろう

地区別交

地域のみんなが顔見知りって素敵ですよね♡
物づくりを通して世代を超えて地域の人との
つながりを広げませんか。
●日 時：8月22日（水） 10：00 〜 11：30
●場 所：保健福祉センター 3階 会議室1
●講 師：アトリエラフラフ主宰 中島 智美 氏
●対 象：芦屋市在住・在勤の方
●持ち物：空きビン1個（高さ：5 〜 15㎝、ビンの口：直径4㎝以上)
雑巾2枚、持ち帰り用の紙袋
●参加費：500円
●定 員：20名
●申込み・お問い合わせ：
芦屋市ファミリー・サポート・センター TEL：0797-25-0521

社協会費へのご協力ありがとうございます
454名 金額 970,000円
平成30年5月31日現在の会員数 133名 金額 235，
000円
平成29年度末の会員数

平成30年4月1日〜平成30年5月31日の加入者・団体 (掲載希望者のみ)

普通会員 113名（金額119,000円）
期間中に加入した人数（113名）
樋口 和子様
千葉 孝子様
樽井清津子様
松雪 淳子様
堀内 幸子様
井田まち子様
忠津さち子様
堀
晃二様
堀
信子様
荒川とし子様 他

団体会員 12団体（金額40,000円）
期間中に加入した団体（12団体）
打出町北寿会様
芦屋市被爆者の会様
船戸町自治会様
手話サークルクレッシェンド様
大原町自治会様

手話歌グループあしや様
業平町自治会様
宮塚町自治会様
三条町自治会様
手話サークルアミ芦屋様
たわしの輪様 他

賛助会員 1名（金額1,000円）
期間中に加入した人数（1名）

特別会員 7名（金額75,000円）

期間中に加入した数（7名）
社会福祉法人三田谷治療教育院様
加納 栄一様
芦屋市手をつなぐ育成会様 他

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました
4/2 芦屋おもちゃ図書館グーチョキパー様
4/5 潮見南ニット・カフェ様
6/4 チーム・てとてと様

10,564円
10,000円
2,794円

☎
（0797）
32−7530
℻
（0797）
32−7529

（4）

2018年（平成30年）7月号

第151号

問

地区福祉委員会 生きがいデイサービス（7月〜10月の予定）
地域の居場所として、芦屋市内に居住する60歳以上の方を対象に、趣味活動、健康
づくり、文化活動を通じて外出する機会を増やすことを目的に実施しています。
地

区

プログラム

実

施

日

場

所

7月20日（金）、7月27日（金）、8月3日（金）、
手軽にできる

8月10日（金）、8月17日（金）、8月24日（金）、

ストレッチと筋トレ

9月7日（金）、9月14日（金）、9月21日（金）、

精

ルール

茶屋集会所

ア＋イは、
いくつでしょう？
①縦、横の列すべてに1〜9の
数字がひとつずつ入ります。
②太線で囲まれた3×3のブロ
ック(全部で9つ)にも1〜9の
数字が1つずつ入ります。

1

14：00 〜 15：30

道
健康長生き体操

8月2日（木）、9月6日（木）、10月4日（木）
10：30 〜 11：50

2

Les芦屋

カラオケで健康に

9月11日（火）、10月9日（火） 13：30 〜 15：00 竹園集会所

カラオケで元気はつらつ

9月25日（火）

13：30 〜 15：30

8月16日（木）、9月20日（木）、10月18日（木）

山

手

歌で楽しむ

宮

川

脳トレーニング

10月19日（金）

13：30 〜

気功体操

9月6日（木）

13：30 〜

折り紙

10月4日（木）

13：30 〜

朝日ケ丘

題

10月〜 リードあしや

9月28日（金）、10月5日（金） 以降未定

（※1）

問

10：00 〜 12：00

ナンプレ

7

イ 8

1

6

3

団体会議室2

7
8

大原集会所

1

2

若宮集会所

6

6
9

5

保健福祉センター 2階

5

8

4
1

5 ア 9
6

朝日ケ丘集会所

7

3

7月23日(月)、7月27日（金）、8月6日（月）、

問

8月10日（金）、8月20日（月）、8月24日（金）、
さわやか体操
三

条

9月3日（月）、9月10日（月）、9月14日（金）、
三条集会所

9月28日（金）、10月1日（月）、10月12日（金）、

問

10月22日（月）、10月26日（金）13：30 〜 15：00

打出浜

潮
浜

見
風

三条歌う会エゴラド

7月28日(土)、10月27日（土） 10：00 〜 11：30

ひこばえ
（※1）
脳トレリズム

9月19日（水）、10月17日（水） 14：00 〜 16：00
9月12日（水）

13：30 〜 15：00 打出集会所

歌おう会

9月3日（月）、10月1日（月）

13：30 〜 15：30 春日集会所

□ 利厚生
③ 福 □ 国家

9月17日（月・祝）、10月15日（月） 13：30 〜 15：00 芦屋ブーケの里

朗読の会

10月16日（火）

13：30 〜 15：30 潮見ゆうゆう倶楽部

音楽でリラクゼーション 10月
（※2）

14：00 〜 15：30 陽光町市営集会所

三味線に合わせて歌おう 7月20日（金）

13：30 〜 15：00

みんなで歌おう

13：30 〜 15：00

高浜町第3集会所

（※1）のプログラムにつきましては、初めてご参加される場合は社会福祉協議会までご連絡ください。
（※2）日程は前月に決まる予定です。

●対 象：市内在住の60歳以上の方
●費 用：内容によっては材料費等実費が必要な場合があります。
●申込み：不要（場所により人数制限があります）
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会 TEL：0797−32−7530
●その他：開催日の朝7時の段階で各種警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、
高潮）が発令されている場合は中止となります。開催につきましては、現時
点の予定日ですので、社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

ワンコインサロン
実施日
9月14日（金）
9月21日（金）
9月28日（金）
10月12日（金）
10月19日（金）
10月26日（金）

プログラム
スワロフスキーのブローチ
マクラメ編み 〜孔雀ホルダー〜
ナンプレ 〜解き方のコツを知って中級に挑戦！〜
そろばん教室
写経
ナンプレ 〜解き方のコツを知って難問に挑戦！〜

高齢者会食懇談会

申込み開始
9月3日(月)
9月3日(月)
9月3日(月)
10月2日(火)
10月2日(火)
10月2日(火)

実施日
申込み開始
9月27日（木） 9月5日（水）
10月25日（木） 10月5日（金）

毎月1回、概ね第4木曜日（8月・1月を除く）に、芦屋いずみ会
会食ボランティアによる高齢者会食懇談会を開催しています。
●対 象：市内在住の70歳以上の方
●定 員：各40名（内 初参加の方5名までを優先受付）
●場 所：保健福祉センター3階 調理室
●時 間：12：00〜
●費 用：500円
●キャンセル：開催日の前日からキャンセル料（500円）の支払いが発生します。
●申込み：TEL：0797−32−7525（9：00 〜 17：30）もしくは
ボランティア活動センターにて受付（先着順）

次号は2018年10月発行予定です。

▲「スワロフスキーのブローチ」

▲「マクラメ編み」〜孔雀ホルダー〜

字

①〜④の□に入った漢字を並び
かえてできた言葉は何でしょう。

①

いきいき体操

10月19日（金）

題

漢

応募要領

② 広 □ 連合
④

□ 下資源

はがきに
（ 問1、問2 いずれでもかまいません ）

①答 え ②住 所 ③氏 名 ④電 話 番 号 ⑤年 齢
⑥紙面のご感想 をご記入の上、
〒659-0051 芦屋市呉川町14-9 芦屋市社協
「クイズ」
係までご応募ください。
（8月末日必着）
【Eメール可 件名に「クイズ回答」と書いてください】
前号
（4月号）
クイズの正解は、
【問1】
4（2×2）
【問2】
さざんか
（山茶花）
でした。
多数ご応募いただきありがとうございました。

応募いただいた正解者の中から抽選で20名の方に
500円の図書カードをプレゼントいたします。当選
者の発表は、図書カードの発送をもって替えさせて
いただきます。ご提供いただく個人情報は、プレ
ゼントの送付とそれに係る業務のみに利用します。
クイズ回答者紙面感想より
三条地区での「18年間続く歌う会エゴラド」何事
も継続できることが大切かと思います。高齢化社会
での後継者問題を解決するためにも意義のある集い
だと思います。
各地区福祉委員会の活動について拝読し、それぞ
れの地区ならではの特色、地域性がよく表れている
と感じました。今と未来を明るく、安心に思える工
夫がされていると思います。

●対 象：市内在住の60歳以上の方
●定 員：各15名
●時 間：10：30 〜 12：00
●場 所：福祉センター 1階 高齢者交流室
●費 用：参加費100円＋材料費
●申込み：TEL：0797−32−7525
（9：00 〜 17：30）にて受付
（先着順）

宮崎内科クリニック 〔広告〕

内科、循環器、呼吸器、リウマチ、アレルギー科、在宅医療
〒659-0021 兵庫県芦屋市春日町7-3 サンクレール芦屋201
電
話：0797-25-2528
受付時間：午前 8：30 〜 12：00
午後 16：30 〜 19：00
休
診：木曜午後、土曜午後、日祝

