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芦屋市広報番組【あしやトライあんぐる放送時間】　11ch
①午前９時②正午③午後３時④午後６時⑤午後10時　〈15分〉

 宅地内での水道の水漏れ・修繕工事はこちら
　平日の昼間は水道工務課 ☎38-2083
　土・日・祝日・夜間は市役所 ☎31-2121または修繕当番業者へ

市民のひろば
ヒロシマ『原爆の絵画』展
亜７月１日～ 10日（土・日除く）
午前９時～午後５時　唖市役所
北館　葵芦屋被爆者の会・千葉 
☎31-6144

あしや喜楽苑ギャラリー
亜①７月２日～ 15日②17日～ 31日
③２日～ 31日・午前９時～午後５
時　娃①重田悦子作品集② 夢幻展
③濱中平之新聞・号外コレクション
唖＆葵あしや喜楽苑 ☎34-9287　

市民トレッキング（中級）
亜７月７日（日）午前７時50分～
午後４時　唖ＪＲ芦屋→ＪＲ比
叡山坂本駅→大比叡→雲母橋→
出町柳（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

認知症の人をささえる会
亜７月８日（月）午後１時30分～
３時30分　唖保健福祉センター
娃おしゃべり会　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

10代のためのやすらぎの部屋
亜７月6日・20日（土）午後１時
30分 ～ ４ 時30分　唖図 書 館
阿10人　葵図書館友の会・守上 
☎23-6854

エルホーム芦屋の催し
亜①７月10日（水）午後１時～３
時②24日（水）午後１時30分～３
時　娃①オレンジカフェフォー
ラム②折り紙・けん玉交流会
挨200円　姶①上靴・タオル②折
り紙またはけん玉　唖＆逢＆葵
エルホーム芦屋・三島 ☎35-8341

子育てセミナー
亜７月12日（金）午前10時～11時30
分　唖保健福祉センター　娃子ど
もを伸ばす魔法の言葉　阿学童期
までの子どもを持つ親・10人挨
200円　逢＆葵家庭倫理の会芦屋
市・村田 ☎090-6677-1962

メンタルヘルスセミナー
亜７月13日（土）午後１時30分
～午後４時　唖木口記念会館
娃発達障害のリアル　葵芦屋メ
ンタルサポートセンター・中尾 
☎38-2562

富田砕花を知る会
亜７月14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

ライブラリーコンサート
亜７月15日（月・祝）午後７時　娃
八神純子コンサート・みずいろの
雨ほか　阿中学生以上・200人

※応募多数抽選　逢７月５日
（金）必着、往復はがきで図書館
友の会〒659-0052伊勢町12-5（芦
屋 市 立 図 書 館 内 ）へ　葵コン
サート事務局 ☎070-1785-3211

心を病む人の家族の会  
亜７月18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

がん患者グループ
               “ゆずりは”サロン

亜７月19日（金）午後２時～４時
唖芦屋病院レストラン　阿がん
患者・家族など　逢＆葵ゆずり
は事務局 ☎080-1476-5715（平
日午前10時～午後３時）

お笑い英会話
亜７月20日（土）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　葵たつ
しろ ☎35-5315

はじめての手話講座
亜７月28日（日）午後２時～４時
唖木口記念会館　阿高校生以上・
先着30人　逢＆葵兵庫県立聴覚
障害者情報センター☎078-805-
4175/穐078-805-4192　
　
みんなで歌いましょう
　　　　　　　　    in美博
亜７月19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ＩＬＯＶＥ ＡＳ
ＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

おしゃべりカフェにっち
亜７月20日（土）午後２時～午後
４時30分　唖きらくえん倶楽部

（大桝町）　娃座談会ほか　挨500
円　葵定藤 ☎090-8523-3053

船のおもしろ体験
亜①７月21日（日）午前９時40分
または午後０時40分②23日（火）
午後１時～４時　娃①体験航海・
神戸港巡航②シミュレータ体験
ほか　阿各先着40人※①小学生
以上（小学生は保護者同伴）　唖
＆逢＆葵海技大学校庶務課☎38-
6202/穐32-7904/ 〒659-0026 西蔵
町12-24

芦屋市民将棋大会
亜７月28日（日）受け付け：午前
９時20分～ 45分　唖大原集会
所　娃クラス別対局　挨大人・
高校生1,000円/中・小学生500円
葵芦屋将棋協会・藤原☎080-
1035-9870

いきいき音楽ケア体操
亜毎月第１・３水曜・午前10時～
11時30分　唖大原集会所　娃な
つかしい歌、ケア体操    挨200円
葵江口 ☎080-5334-8495

グ・初心太極拳・太極舞・セルフケア
体操・フレイル予防・健康エアロビ
クス・バレエ（キッズ）・フィットネ
スフラダンス・介護予防　阿20人
挨有り・教室により異なる　逢＆葵
体育館・青少年センター ☎31-8228

亜８月28日（水）スタート午前７時
45分 ～ ９ 時44分　唖芦 屋 カ ン ツ
リーゴルフ　娃１ラウンドダブル
ぺリア方式  　阿20歳以上の男女
で、市内在住・在勤・スポーツ籍を有
する者、芦屋市民ゴルフデーに参加
した人・144人※応募多数抽選・市内
在住、在勤者を優先　挨15,000円
逢７月16日（火）までに参加申込書
に必要事項を記入し、ファクスまた
は郵送で右記へ　葵芦屋市民ゴル
フ大会運営事務局係 ☎38-3989/穐
38-3989/〒659-0072 川 西 町15-3(体
育館・青少年センター２階)※電話は
火～土曜日・午前11時～午後４時

亜７月28日（日）午前９時30分～午
後０時30分　唖消防庁舎　娃心
肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、応急
処置等　阿中学生以上の芦屋市在
住・在勤・在学・先着20人※受講者
には「修了証」を交付※団体での申
し込みは随時受付　逢電話で前日
の午後５時30分まで右記へ　葵消
防本部救急課 ☎32-2345

亜①８月２日（金）午前10時30分～
正午②19日（月）午後１時30分～３
時　娃①親子で作る、公園の植物図
鑑②ハーブを楽しもう（石けん・ポ
プリ・ハーブティー）　阿各15人
挨①500円②1,000円　姶持ち帰り
用袋・筆記用具　逢①７月27日（土）
②８月12日（月）午後５時までに講
座名、住所、氏名、電話番号を下記へ
唖＆葵総合公園 ☎38-2103/穐25-
2026/悪ashiyasogo@mizuno.co.jp

亜９月～令和２年２月(土・全11

回※実地研修を１回含む)【説明
会】８ 月17日(土)午 前10時 ～ １
時間程度　唖保健福祉センター 
娃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　阿
市内在住・在勤の人※要説明会
参加　逢＆葵権利擁護支援セン
ター☎31-0682

亜９月５日～ 11月28日午後３
時10分～４時45分（木・全13回）
唖保 健 福 祉 セ ン タ ー 水 浴 訓 練
室  娃「ぜん息」または「ぜん息様
気管支炎」の症状やそのコント
ロール法を学ぶ、子ども向け水
泳教室  阿平成25年４月２日～
27年４月１日生まれで、「ぜん
息」または「ぜん息様気管支炎」
の診断があり、症状が軽度の市
民・15人  逢７月12日（金）〈必
着〉ではがきかファクスに①氏
名 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤
電話番号 ⑥診断名 ⑦最近の受
診日とかかりつけ病院名を記入
し、保健センターめだか水泳教
室係宛へ※申込多数抽選、通知
書を送付。 葵保健センター ☎
31-1586/穐31-1018

亜＆唖９ 月 ８ 日（ 日 ） 神 戸 市 ほ
か６会場※姫路市を除く/ ９月
15日（日）姫路市会場【甲種】午後
１ 時15分 ～ 午 後 ３ 時45分【乙種
第１・２・３・５・６類】午後１時
15分～３時15分【乙種第４類】午
前10時～正午・午後１時15分～
３ 時15分【丙種】午 後 １ 時15分
～２時30分   逢【郵送・持参】８
月１日～９日に消防試験研究セ
ンター兵庫県支部へ【電子申請】
７月29日～８月６日に同ホーム
ページ参照　葵消防本部予防課
☎32-2345

【７月31日（水）まで】

◆固定資産税・都市計画税（第２期）
　葵課税課固定資産税係 ☎38-2017
◆法人市民税・事業所税
                 （決算月が５月の法人等）
　葵課税課管理係 ☎38-2015
  　

総合公園の園芸講習会 

芦屋市民ゴルフ大会

普通救命講習

権利擁護支援者養成
　　　　　　　研修・説明会

めだか水泳教室

第２回危険物取扱者試験


