アステ市民プラザ

３月のイベント

【催 し 物】
日
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2019/2/28 現在

曜日

催 し 物・内容

土

北上 あきひと 報告会
〜愛するふるさと川西 猪名川のために〜
ゲスト：上原 公子 越田 けんじろう
梶原 やすひろ 桜井 シュウ

アステホール

日

身近に学ぶ「成年後見制度」
事例を中心に話し合いましょう

アステホール2・3

13時30分〜15時30分
（受付13時00分〜）

・定員：100名（先着順） 申込締め切り2月20日
・申込み：チラシ裏面のＦＡＸ、または問い合わせ欄記載の
電話番号へお問い合わせください。

日

北摂里山愛す会 「日本一の里山」がよく分かる講座
第１部 里山活動と植生
講師：菅原 八重子(虫生川周辺の自然を守る会代表)
第２部 川辺郡編入騒動について
講師：堀田 暁生(大阪市史編纂所長)

マルチスペース2

14時00分〜17時00分

・参加費：無料
・定員：45名（先着順）
・要申込：問合せ先欄記載の電話番号へ

北摂里山愛す会
川西市 環境衛生課

ルーム3

5日：18時30分〜21時30分
10日：13時30分〜16時30分

・定員：5名
・受講料：メルマガ会員
7000円
メルマガ非会員 15000円

アニバーサリーボイス

メルマガ登録は
「プレゼンカンパニー」で検索

国際ソロプチミスト川西

古賀 様
090-8798-2831

アステ子育て支援ルーム

TEL：072-740-1125

ハローワーク伊丹

ＴＥＬ：072-772-8616

川西市 美化推進課

TEL：072-744-1170

かわにし新時代プロジェクト事務局

ＴＥＬ：072-757-7591
ＦＡＸ：072-744-0355
Mail：k-project@koshida.net

川西市 産業振興課

ＴＥＬ：072-740-1162
ＦＡＸ：072-740-1332
①希望日 ②氏名（ふりがな）
③住所 ④年齢 ⑤電話番号

子どもの人権オンブズパーソン事務局

ＴＥＬ：072-740-1235

ＮＰＯ法人「相続遺言・
交通事故支援センター」

税理士 中道様
ＴＥＬ：072-794-6312

川西市 将棋協会

一之瀬 様
ＴＥＬ：072-798-1510

ねこじゃらしうたサークル

山沢 様
ＴＥＬ090-1586-6304

火
日

会

究極の30秒プレゼン基礎講座
利益直結！物語の構成の仕組みと伝え方を3時間で伝授！

場

開演時間
14時00分〜
（受付13時30分〜）

入場方法等
・参加費：無料
・お子様連れ歓迎
・手話通訳、要約筆記あり

水

第28回 チャリティーバザー
「愛の橋をかけよう」

アステホール

11時00分〜15時00分

10

日

0歳から楽しめるオーケストラ

アステホール

11時00分〜12時00分

・定員：80組（先着順）
・予約受付：問合せ先欄記載の電話番号へ

11

月

高年齢者就職セミナー＆就職面接会ｉｎ川西

アステホール１

13時00分〜16時00分

・対象：55歳以上の求職者
・面接会参加者は履歴書持参

16

第9回 キッズ「り・ぼ・ん」
・フリーマーケット「り・ぼ・んショップ」
土 ・「エコ」ワークショップ
発電体験、リアル謎解き脱出ゲーム、廃食用油でキャンド
ルづくり、保冷剤でオアシスづくり、鉄道模型運転体験 等

アステホール

10時00分〜15時30分

・参加費：無料
・定員：先着150名（当日受
付）
・対象：小学生以下の子どもとその保護者

17

日

かわにし新時代プロジェクト設立
1周年記念報告会

アステホール

16時00分〜17時30分

・参加費：無料 ・お子様連れ歓迎
・申込み：前日までに問合せ先欄記載の電話番号へ

労働者支援セミナー
19日：人生100年時代の生き方・働き方を考える
講師：早川 徹(キャリアコンサルタント)
28日 上手に仕事を進めるためのストレスマネジメント
講師：明珍 裕美(ストレスケアカウンセラー)

ルーム2
ルーム1

19時00分〜21時00分

・定員：各20名
・申込み：問合せ先欄記載の必要事項を、同欄記載の
電話番号にてお伝えください。

火
木

入場無料

23

土

子どもオンブズパーソン20周年フォーラム
〜子どもの人権オンブズパーソンのこれから〜

アステホール

13時30分〜16時30分
（開場 13時00分〜）

・定員：150人 ・手話通訳あり
・申込み：当日直接会場へ

30

土

相続・遺言・家族信託セミナー
任意後見契約、死後事務委任契約、
相続・遺言書作成、家族信託など

ルーム１

13時30分〜15時30分

・定員：20名
・申込み：問合せ先欄記載の電話へ

31

日

第43回 川西市 市民将棋大会
全国アマ名人 天野 啓吾 七段の無料指導将棋あり

アステホール

10時00分〜
（受付 9時30分〜）

31

日

みんなで歌う音楽会

マルチスペース1

13時30分〜15時30分
（開場 13時15分〜）

・子ども（幼小中学生）500円(２級以上は一般の部)
・一般 1000円（80歳以上と学生500円）
・参加費：1000円

主 催

問合せ先

北上あきひとサポーターズ

TEL：072-758-7724
FAX：072-758-7725
e-mail：akihito7178@yahoo.co.jp

6

19
28

一部敬称略

ＮＰＯ法人
「成年後見センター・川西」

FAX：072-744-1138
松尾 様 TEL：090-3270-8090

里山愛す会事務局長 逸見 様
ＴＥＬ：090-8366-4597

【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

３月のイベント

【定 期 利 用 様 ご 案 内】

2019/2/28 現在

一部敬称略

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

・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

1
8
15
29

金

背骨コンディショニング

ルーム3
（1日はルーム4）

14時00分〜15時50分

・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,8日,15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

火
金

学研アステ教室

ルーム1
ルーム2
ルーム4

16時00分〜18時50分

・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

金

宮野道場 川西支部
「空手教室」

マルチスペース1

17時15分〜18時30分

・入会金：5,000円
・費用：5,000円/月
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ

宮野道場 川西支部

井本 様
TEL：090-8570-9634

1
5
8
12

15
19
26
29

1
8
15
29

会

場

時間

申込方法等

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

ヨガ サークル

ルーム3
(13日はルーム4)

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。

月

エゴスキュークラス
（アメリカの痛み解消メソッド）

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
・申込み：問合せ先欄記載の電話番号へ
・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
お越しください。

30

土

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

11
25

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
11
25

月

書道教室

ルーム3

5
19

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
19
26

火

2
6
9
20

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
19
27

火
水

25

マルチスペース2
アステホール3

主 催

問合せ先

星谷 つとむ

TEL：090-1967-3044

(一社) 背骨コンディショニング協会

Mail：hide.hym0218@icloud.com
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

松村 弘子

TEL：072-792-3279
090-8381-9841

(一財)エゴスキュージャパン協会
認定Ｅサイズトレーナー ウィルソン青葉

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
13時00分〜14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

健康ボイストレーニング

ルーム1
ルーム3

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

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

水
土

桑江 紅華 書道サークル

ルーム3
(9日はルーム2)

12時〜13時50分
16時〜17時50分

習字研究社

TEL：0120（137）142

7

木

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

19
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
17

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
(3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

・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
・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)

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）

