アステ市民プラザ

２月のイベント

【催 し 物】

2019/1/30 現在

日

曜日

催 し 物・内容

4

月

過払い金返還請求・借金問題
平成最後の無料相談会

10
11

日
月

11

14

20

会

開演時間

入場方法等

主 催

問合せ先

ルーム1

10時00分〜21時00分

・予約受付：問合せ先欄記載の電話番号
※当日直接会場へ来られた方も対応可能ですが、予
約の方が優先となります。

弁護士法人ほくゆう総合法律
事務所

TEL：0120-72-5050

リフォームにまつわる疑問にお答え！
ライフスタイルに合わせた間取りをご提案！

ルーム２

10時00分〜17時00分

・見積相談無料
・予約受付：問合せ先欄記載の電話番号へ

住友不動産

TEL：0120-093-595

月

川西よさこいソーランおどり隊交流会

アステホール

13時30分〜15時30分
（開場 13時00分〜）

木

合同就職面接会ｉｎ川西
〜まだ間に合う春就職〜

水

2019年 春の資産運用セミナー
「新たな局面を迎えた投資環境〜改めて注目
する分散投資と選別投資〜」

マンションリフォーム相談会

場

アステホール

23

①介護職体験会
木 ②介護職の処遇改善に取り組む介護事業者(10社)に
よるプレゼンテーションと就職面接会
③介護関係の公的職業訓練コーナー
④介護職体験コーナー

土

いきいき笑百科 かわにし版
「新たな選択肢を見つけるために」

25

26

土

みんなで歌う音楽会

月

よちよちブーケ ひなまつり
-ひなまつり制作＆お茶会-

火

くらしの講座
「こども＆大人 今どきのネットトラブルと
契約トラブル」

川西よさこいソーランおどり隊

・対象：平成31年新卒者(大学・短大等)、既卒3年
以内の人、おおむね39歳までの求職者
13時30分〜16時00分
(受付 13時00分〜15時30分) ・複数社面接可、履歴書を複数枚持参して当日会場
へお越しください。

若者キャリアサポート川西

TEL：072-764-6823

三井住友信託銀行 川西支店
三井住友信託銀行 池田支店

川西支店
TEL：0120-353-807
池田支店
TEL：0120-875-255

アステホール3

アステホール

13時00分〜16時00分
(受付 12時30分〜15時30分)
①13時00分〜13時半
②13時30分〜16時00分
③④14時00分〜16時00分

・申込：不要
・保育：当日13時30分〜15時30分の間、対象は
1歳半〜未就学児、ご希望の方は2/14までに問合
せ先欄記載の電話番号へ(先着８名)
・②面接を希望される方は、1社につき1枚、履歴
書をご用意ください。服装は自由です

川西市 介護保険課

TEL：072-740-1148

アステホール

14時00分〜16時00分
（開場 13時30分〜）

・入場料：無料
・定員：150名
・予約受付：問合せ先欄記載の電話番号、メールア
ドレスへ、または市役所3階８番窓口へ、定員に満
たなければ当日受付もございます。

川西市 人権推進課

TEL：072-740-1150
Mail：kawa0014
@city.kawanishi.lg.jp

マルチスペース１

13時30分〜15時30分
（開場 13時15分〜）

参加費：1,000円

ねこじゃらしうたサークル

山沢様
TEL：090-1586-6304

講師：高坂 明奈 弁護士（女性共同法律事務所）
23

入場無料

10時30分〜12時00分
(受付 10時00分〜)
14時00分〜15時30分
(受付 13時30分)

かわにし介護就職フェア
21

一部敬称略

・参加費：無料
・予約受付：問合せ先欄記載の電話番号、または
ホームページへ

マルチスペース２

10時30分〜12時00分

・対象：0歳〜未就学児とその保護者
・参加費：300円/家族
ＮＰＯ法人育ちあいサポートブーケ
・申込み：必要事項をご記入の上、問合せ先欄記載
のメールアドレスへ

ルーム１

10時00分〜11時30分
（開場 13時15分〜）

・定員：35名
・予約受付：2/1以降に問合せ先欄記載の電話番号
へ(保育の予約は2/18まで)
・くらしの豆知識冊子プレゼント

川西市 消費生活センター

Mail：bouquet2011
@leto.eonet.ne.jp
①保護者の名前 ②お子さんの名前
(ふりがな)と年齢 ③お住いの地域
④連絡先

TEL：072-740-1333

◎川西まちなか美術館が開催されます！
２月17日(日)〜３月３日(日) 「織りなす」をテーマに、川西能勢口駅周辺の店舗や壁面に、全国から集まった作品が展示されます。アステ市民プラザでも水中写真家である鍵井靖章氏による特別展やトークイベ
ントがございますのでどうぞみなさまご来館ください！
イベント名
日時
場所
備考
・鍵井靖章特別展
2月22日(金)〜2月24(日)午前10時〜午後5時
アステギャラリー
・鍵井靖章トークイベント
2月24日(日)午後2時〜午後4時(受付は1時40分〜)
マルチスペース２
先着45名

【相談の案内】・・・場所：アステ市民プラザ ※予約制です。下記の連絡先までお問合せください。
◎ 10・24日の日曜日 無料法律相談
◎ 27日の水曜日 年金相談
◎ 毎日 子育ての悩み相談室

予約☎ ：072（740）1333
予約☎ ：06（6482）4591
予約☎ ：072（740）1125

川西市生活相談課
尼崎年金事務所
子育て支援ルーム

（裏面もご覧ください）

アステ市民プラザ

２月のイベント

【定 期 利 用 様 ご 案 内】

2019/1/30 現在

日

曜日

催 し 物

11
25

月

絵画入門と人物画

ルーム4

10時00分〜15時50分

1
8
15
22

金

背骨コンディショニング

ルーム3

14時00分〜15時50分
(1日は加えて17時00分〜
17時50分)

火
金

学研アステ教室

ルーム1
ルーム3
ルーム4

16時00分〜18時50分
（5日・12日・19日・26日
は16時00分〜19時50分）

金

宮野道場 川西支部
「空手教室」

マルチスペース1

1
5
8
12
26

15
19
22

1
8
15
22

会

場

時間

申込方法等
・費用：4,000円/月
(人物画はモデル代金1,000円が必要)
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

主 催

問合せ先

星谷 つとむ

TEL：090-1967-3044

・費用：1回：約60分 1,000円
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ
(1日の17時〜17時50分,8日,15日,22日は勉強会)

協会公認 パーソナルトレーナー
愉の里 代表 里 昭範

TEL：072-767-1871

・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

(株)学研エデュケーショナル

杉浦 様
TEL：090-3032-1750

宮野道場 川西支部

井本 様
TEL：090-8570-9634

・入会金：5,000円
17時15分〜18時30分
・費用：5,000円/月
(15日は18時15分〜19時30分)
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

(一社) 背骨コンディショニング協会

Mail：hide.hym0218@icloud.com

19時30分〜20時30分

・初回のみ体験無料
・申込み：問合せ先欄記載の松山様へご連絡いただ
くか、下記URLにてweb申込可能。
http://search.jazzercise.jp/EventIndex

10時15分〜11時40分

・費用：800円/回(体験料：500円)
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ
・運動しやすい服装・ヨガマットまたはバスタオ
ル・タオル・お水をご持参ください。

ルーム3

11時10分〜12時30分

・費用：2,000円/回(体験料：500円)テキスト代別
(一財)エゴスキュージャパン協会
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ
認定Ｅサイズトレーナー ウィルソン青
・バスタオルまたはヨガマットを持参し、動きやすい服装で
葉
お越しください。

川西ファミリーゴスペル

マルチスペース１

10時00分〜11時30分

・費用：1,100円/回(ご家族での参加は2名で2,000円)
・申込み：問合せ先欄記載のメールアドレスへ

月

らくらくピアノ

マルチスペース１

12時30分〜13時30分

4
18
25

月

書道教室

ルーム3
ルーム4

5

火

フラワーアレンジメント＆
プリザーブドフラワー教室

5
12
19

火

健康ボイストレーニング

5
12
19
26

火 ダンスフィットネスプログラムジャザサイズ

5
13
20
27

火
水

ヨガ サークル

25

月

エゴスキュークラス
（アメリカの痛み解消メソッド）

2

土

11
25

マルチスペース2

ルーム3

一部敬称略

ジャザサイズフランチャイズオーナー

松山 純子

TEL：080-5339-8835
Mail：junko-matsuyama001234@ezweb.ne.jp
TEL：072-792-3279
090-8381-9841

松村 弘子

TEL：072-755-6778
090-1791-8286

GRACEゴスペル教室

Mail：gracemusic@gmail.com

・無料体験実施中
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

喜久田 通子

TEL： 090-1443-5183

14時00分〜18時50分

・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

位田 恵彬

TEL：090-6061-1831

ルーム1

12時00分〜13時30分

・費用：無料（花材等の実費のみ）
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

JFCA認定
川西市フラワーアレンジメント

桑江 様
TEL：072-736-0536

ルーム3
ルーム4

13時00分〜14時30分

・入会金(テキスト含む)：2,160円
・費用：4,320円/月
・申込み：ホームページへ
・費用：1,500円/回
・対象：個人レッスンを3時間以上受講した方、
基礎コースを終了した方

Amazing Voice
山本 郁美

ホームページの申込みフォームか
らご連絡ください

TEL：0120（137）142

22

金

ボイトレサークル

ルーム3

19時00分〜20時30分

2
6
16
20

土
水

桑江 紅華 書道サークル

ルーム3

16時〜17時50分
(2月2日のみ12時〜13時50分)

・費用：幼 児 2,000円 小学生 3,000円
中学生 3,500円 高校生 4,000円
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

習字研究社

1

金

おひるねアート® 撮影会
ママが撮る 赤ちゃんの可愛いアート写真

ルーム3

10時30分〜12時10分

・費用：3,000円 （レンタル衣装100円/着）
・申込み：初めての方はamebaブログから申し込
みフォームへ、リピーターの方は、メールでも可

おひるねアートchouchou(しゅしゅ)

26

火

川西シャンソン教室

マルチスペース2

13時〜15時50分

・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

3
10
24

日

ミドルとシルバーエイジのための
空手道 碇井塾

マルチスペース1
(10日はマルチスペース2)

10時〜11時20分

・費用：5,000円/月(入会金：5,000円)・体験無
料
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号、もしくは
ホームページ、直接会場でも受付（動きやすい服装
でお越しください。）

8
22

金

みずえ楽しい水彩画

ルーム1
ルーム2

14時〜16時50分

・費用：4,500円/月
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

Mail：ohiruneart.chouchou
@gmail.com

川西シャンソン教室

奥田 様
TEL：079-502-0933

空手道 碇井塾

TEL：080-5471-7708

星谷 妙子

TEL：090-3672-3514

（裏面もご覧ください）

