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行 政 情 報 ・ 市からのお知らせ

く

ら

し

自転車と家具類を再利用しよう！

リユースフェスタ
■日時

10月６日
（金）
・７日
（土）午前10時～正午・

午後１時～３時
■会場

環境処理センター・リサイクル棟

■内容

粗大ごみとして出た自転車と家具類を修理・

補修し、お譲りします。
■料金 自転車（有料）
・家具類（無料）
■申し込み 当日に必ず郵便はがき（62円）をお持ち
ください。
同じ品物に２人以上の申し込みがある場合

■抽選

は、10月７日
（土）午後３時15分から。
※結果は後日はがきでお知らせします。
■受け取り日時

10月20日
（金）
・21日
（土）午前10時～

正午・午後１時～３時
※申し込みは市民に限ります。
※申し込みは、
自転車と家具類それぞれ１世帯１品目
に限ります。両方当
選の場合は、
どちら

■対

※受け取りはご自身
でお願いします。
※代理の申し込みは
不可。

（２年保育）
願書は、10月２日
（月）から各園で配布（土・日・祝日除く）
※全園で預かり保育を実施しています。
※願書の提出は、１園のみに限ります。
※園区の指定はありません。
※精道幼稚園の新４歳児の募集人数は20人の予定です。応募者多数の場合は、後日抽選を行います。
幼稚園名

11月３日（金・祝）午前９時30分～午後３時

ページでご確認ください。 芦屋市商工会
ＪＲ芦屋駅北側ペデストリアンデッキ
1,000円

■出店数

27店

■申し込み

電話番号

川西町11-10

☎ 22-0208

宮川幼稚園

浜町1-20

☎ 22-5995

岩園幼稚園

岩園町24-3

☎ 22-5038

小槌幼稚園

打出小槌町15-7 ☎ 22-4885

西山幼稚園

西山町22-15

☎ 32-5457

伊勢幼稚園

伊勢町13-14

☎ 31-8313

潮見幼稚園

潮見町1-3

☎ 34-0710

☎32-5391

＜雨天中止＞※当日午前８時ごろに商工会ホーム

■出店料

所在地

精道幼稚園

まちづくり

環境フリーマーケット出店者募集・開催案内

■会場

10月４日～12日
〈平日の午後３時～４時30分〉に希望する幼稚園へ。

■申し込み

ご家庭に眠る不用品等を有効活用！

■日時

市内在住で、平成24年４月２日～平成26年４月１日生まれの５歳児（１年保育）
と４歳児

象

朝日ケ丘幼稚園 朝日ケ丘町10-3 ☎ 32-0278

かを選択。

■問い合わせ 環境施設課

市立幼稚園新入園児募集

平成30年度

皆さんのご意見をお聞かせください

「芦屋市水道ビジョン
（平成29年度改訂版）
」
「芦屋市水道事業経営戦略」の原案
芦屋市水道ビジョンの見直しと経営戦略の原案を作
成しましたので、
市民の皆さんのご意見を募集します。

往復はがき
（１店舗あたり１枚）
の往信面

に住所・氏名
（ふりがな）
・電話・ファクス・品物名を、
返

■募集期間

信宛名面にご自身の宛先を記入し、10月11日
（水）
〈必

■提出方法 ご意見を文書（様式自由）にし、原案名・

着〉
で、芦屋市商工会（〒659-0065 公光町４-28）へ

住所・氏名（団体等は名称・代表者氏名）・年齢・電話

※下記日時の、区画の抽選会への参加は必須です。

番号を明記の上、持参（平日・執務時間内）
または、郵

※飲食物の販売はできません。出店者は市内在住者

送（〒659-8501 住所不要）・ファクス・市ホームページ

で、１世帯・１店舗にご協力ください。
※申し込みに関する問い合わせは、芦屋市商工会
（☎23-2071）へ。

９月25日～ 10月24日
〈必着〉

のご意見募集専用フォーム・Ｅメール（悪info@city.
ashiya.lg.jp）のいずれかで下記へ。
※電話・窓口での口頭によるご意見は受け付けません。
■原案の閲覧

【区画の抽選会】10月18日
（水）午後２時～

市ホームページ・水道

コーナー・ラポルテ市民サービスコー

※遅刻・欠席は抽選対象になりません。

ナー・市民センター（公民館図書室）
・
図書館・保健福祉センター・市民活動センター（リー

☎32-5391

ドあしや）・潮芦屋交流センター
※市ホームページ以外での閲覧は各施設の執務時間
内に限ります。

過去５年間に未納のある人へ

国民年金保険料の後納制度
後納制度とは、時効で納めることができなかった保
険料について、過去５年分まで納めることができる制

▶精道幼稚園
⇒平成31年度から市立の幼保連携型認定こども
園として運営を開始し、平成33年４月から精道
保育所敷地に建設する幼保連携型認定こども
園に移行
▶朝日ケ丘幼稚園
⇒ 平成32年４月に岩園幼稚園に統合
※平成31年度の園児は５歳児のみとなります。
問い合わせ 教育委員会管理課 ☎ 38-2085

●屋外にいる場合

がんじょう

・できる限り頑丈な建物や地下に避難する
・近くに建物がない場合は、物陰に身を隠すか
地面に伏せて頭部を守る。
●屋内にいる場合
・窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。
【弾道ミサイル発射直後の情報伝達】
弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で
着弾します。
日本に落下する可能性がある場合は、Ｊア
ラート（全国瞬時警報システム）を通じて、防
災行政無線で特別なサイレン音と緊急情報を
流すほか、緊急速報メール等を発信します。
※詳しくは 内 閣 官 房 国 民 保 護 ポ ータル サイト（茜
http://www.kokuminhogo.go.jp/）をご
覧ください。
■問い合わせ 防災安全課

■意見の公表

市の見解とともに市ホームページ等

で公表（氏名等は非公表）する予定です。

C AT V 芦屋市広報番組

あしや トライあんぐる
オ ープ ニン グ

大桝公園

トピックス

ウルトラセブン

特

集

※個別の回答は行いません。
■問い合わせ 水道管理課

☎38-2080/穐38-2165

芦屋へ

外国にルーツを持つ子どもたちの
課題と支援
オリジナル広報紙を
作成しませんか

後納により、年金額が増えたり、受給資格期間が不
足して年金を受給できなかった人が、資格を得られる
場合があります。

防 災・安 全
ご注意ください

■申し込み 下記へ。
※市役所では申し込みできませんのでご注意くださ

弾道ミサイル落下の可能性がある時の行動

い。
☎0798-33-2941

ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004

■ラポルテ市民サービスコーナー

９月・後
半

芦屋市オリジナル出生届を作成
お 知 ら せ

度です（平成30年９月までに限る）
。

■問い合わせ 西宮年金事務所

☎38-2093

管理課・市役所北館１階行政情報

※詳細は返信はがきでご案内します。

■問い合わせ 環境施設課

「市立幼稚園・保育所のあり方（計画）」により次の
とおりとなる予定です（市議会審議中）。

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとる

エンデ ィン グ

芦屋市立美術博物館コレクション

《放送時間 15分》※ＤＶＤの貸出可
①午前９時②正午③午後３時④午後６時⑤午後10時
■「あしやトライあんぐる」は、11ch（一部地域除く）または市ホーム
ページでご覧ください。
■番組に関する問い合わせ 広報国際交流課 ☎38-2006
■ＣＡＴＶ全般に関する問い合わせ Ｊ：ＣＯＭカスタマーセンター
（午前９時～午後６時） ☎0120-999-000（フリーコール）

べき行動をお知らせします。

午前10時～午後７時（土･日･祝日は午後５時まで）※９月の休業日は21日（木） 葵ラポルテ市民サービスコーナー

☎31-3130

