
平成24年度（2012）あしやトライあんぐる番組一覧

内　　　　　　　容

オープニング “潮見南公園”から

トピックス 石巻市長、芦屋市を訪問/芦屋夢ステージ芦屋っこ夢オーケストラが贈る「音楽でめぐる世界旅行」

特集 芦屋川の文化的景観

お知らせ オープンガーデン2012

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “さくら参道”から

トピックス 第24回芦屋さくらまつり/2012芦屋国際ファンラン

特集 いきいきと生きるための「緩和ケア」

お知らせ 「住民基本台帳カード」を申請されるかたへ証明写真の無料撮影サービスを実施します

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “三条公園”から

トピックス 「古代の芦屋-珠玉の出土品」展/市民と市長の集会所トーク

特集 三条地区集会所がオープンしました

お知らせ 潮芦屋緑地駐車場 夜間閉鎖のお知らせ

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “新浜公園”から

トピックス 子育て支援センター20周年記念ファミリーコンサート/春の芦屋アート・バザール

特集 芦屋の魅力再発見　昭和初期のモダニズム建築

お知らせ 第59回歯の衛生週間

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “朝日ヶ丘公園”から

トピックス 第29期芦屋川カレッジ入学式/春の特別展　文豪・谷崎潤一郎の先覚

特集 市立芦屋病院　新たな取り組み～人間ドック・消化器センター

お知らせ 芦屋市国際交流協会セミナー　正岡子規～国際性に関連して～

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “宮塚公園”から

トピックス シンクロナイズドスイミング日本代表中村麻衣選手市長表敬訪問/芦屋市更生保護協力雇用主回

特集 全校電算化　親しまれる学校図書館へ

お知らせ 第34回芦屋サマーカーニバル/スタッフ　ボランティア募集

エンディング 　「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング 　“親水緑地”から

トピックス アートピクニック vol.2 呼吸する美術 breathing art/少年少女カヌー教室

特集 市立芦屋病院　新病棟完成

お知らせ 住民基本台帳法が改正されます！！

エンディング 　「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “南緑地”から

トピックス 英語版芦屋市広報紙「アシヤニューズ　レター」発行しています

特集 大切な再生資源 有効活用するためのお願い

お知らせ 夏の電力不足に備えるため８月13日～15日まで市役所本庁舎を閉庁します

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “親水西公園”から

トピックス
病院ボランティアと市内3小学校 プルタブ収集で車いす進呈/みんなで考えよう平和と人権」玉置喜美男先生の音楽仲間に
よる名曲コンサート

特集 どこから来るの？芦屋の水道水

お知らせ
夏の電力不足に備えるため８月13日～15日まで市役所本庁舎を閉庁します/芦屋病院がんフォーラム2012 緩和ケアを学
ぶ

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “会下山遺跡”から

トピックス 姉妹都市モンテベロ市より学生親善使節が来日/芦屋こども市議会2012

特集 消防団の甲子園 消防操法大会へのチャレンジ

お知らせ 休日がん検診を受けましょう！

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “芦屋川緑地”から

トピックス 荻浜ダブルコンドルズ親善試合/夏休み児童向け工作ワーク「たてばんこ」作り

特集 ようこそ芦屋へ モンテベロ市からの学生親善使節

お知らせ 全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）の全国一斉自動放送等試験を実施します

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “春日公園”から

トピックス 3.11を考えるフォーラム「そのとき あなたはどうしますか」/第26回 芦屋市民絵画展

特集 怖がる前に予防しましょう！食事・運動＋がん検診

お知らせ 第24回 あしや秋まつり

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

2012年4月

前半

後半

2012年5月

前半

後半

2012年6月

前半

後半

2012年7月

前半

後半

2012年8月

前半

後半

2012年9月

前半

後半



オープニング “東芦屋公園”から

トピックス 芦屋市民スポーツ啓発講座「運動不足解消と健康管理のためのウォーキング・クリニック」/第33回　自由研究・教育活動展

特集 健康遊具を使って　気軽に楽しく健康づくり

お知らせ ウォーク＆バスツアー参加者募集

エンディング 「芦屋 橋ものがたり」より

オープニング “津知緑地”から

トピックス 秋の公民館講座「芦屋川の魅力を探る」/第24回あしや秋まつり

特集 結成10年目　地域のおとうさん～浜町メンズクラブ

お知らせ セアカゴケグモに注意しましょう！

エンディング 「芦屋 橋ものがたり」より

オープニング “若宮健康ひろば”から

トピックス 「陰翳礼讃」（いんえいらいさん）の世界―よみがえる伝統美/海をめぐる芦屋の古代と平清盛の時代展

特集 スポーツの秋　ウオーキングのススメ

お知らせ 市役所北広場花壇の花を植え替えませんか？

エンディング 「芦屋 橋ものがたり」より

オープニング “東山公園”から

トピックス 第46回　芦屋市民文化賞/第48回　芦屋菊花展

特集 ネットいじめから　子どもを守る

お知らせ 標高標示板を整備しました

エンディング 「芦屋　橋ものがたり」より

オープニング “岩園緑地”から

トピックス 芦屋巡礼の路-信仰のかたち-/オータムフェスタ2012

特集 防犯は、１人ひとりの心がけから

お知らせ オープンガーデン2013 参加者募集

エンディング 「芦屋 橋ものがたり」より

オープニング “高浜公園”から

トピックス 人権週間　街頭啓発/住みよい芦屋をつくるポスター展

特集 年末特集　「火災予防のお話」

お知らせ 年末年始の救急当番医

エンディング 「芦屋 橋ものがたり」より

オープニング 山中市長 年頭のごあいさつ

お正月特集 新春特別企画　市長に聞いてみよう！小学生から市長に質問～未来の芦屋へ～

お知らせ 1.17芦屋市「祈りと誓い」

オープニング “潮見西公園”から

トピックス ザ・コレクション 具体躍進（美術博物館）

特集 震災を語り継ぐ～学校教育の現場では～

お知らせ 三木谷浩史「特別講演」社会を変革するインターネットの可能性

エンディング 芦屋散歩

オープニング “陽光公園”から

トピックス 芦屋市成人式/１.１７ 芦屋市祈りと誓い/１.１７ ひょうごメモリアルウォーク

特集 時を越えたメッセージ～過去と未来をつなぐ文化財担当～

お知らせ 第49回 モンテベロ市学生親善使節を募集

エンディング 芦屋散歩

オープニング “芦屋公園”から

トピックス
芦屋市国際交流協会設立20周年記念「三木谷浩史氏特別講演」/【冬の公民館講座】芦屋のファッショナブル・ライフスタイ
ル

特集 芦屋市商工会って 何するところ？

お知らせ 芦屋病院 緩和ケアボランティア講座

エンディング 芦屋散歩

オープニング “芦屋市立美術博物館 庭園”から

トピックス 第30回芦屋市造形教育展/【冬の公民館講座】足から考える介護予防

特集 消費生活センター 被害にあわないための６カ条～悪質商法から自分を守る～

お知らせ 芦屋病院開院60周年記念講演会・コンサートのお知らせ

エンディング 芦屋散歩

オープニング “谷崎潤一郎記念館 庭園”から

トピックス ウィザスあしやフェスタ2013/芦屋ファッション・クロニクル

特集 こどもにやさしい町　芦屋

お知らせ 年度末・年度始めの市役所本庁舎の一部開庁

エンディング 芦屋散歩

2012年10月

前半

後半

2012年11月

前半

後半

2012年12月

前半

後半

2013年1月

前半

後半

2013年2月

前半

後半

2013年3月

前半

後半


