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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
戦没者遺児による
　　　   慰霊友好親善事業
亜８月～随時　唖旧満州等15
地域および特定地域　娃旧戦地
慰霊追悼、同地域住民と友好親
善　阿戦没者遺児　逢兵庫県遺
族 会 ☎078-341-2952　 葵日 本
遺族会事務局 ☎03-3261-5521

MOA美術館 芦屋児童作品展
亜８月１日～ 31日（10日除く）
午前10時～午後４時（最終日３
時まで）　唖＆葵アクティブライ
フ山芦屋☎25-7100

あしや喜楽苑ギャラリー
亜①８月２日～８日②10日～ 16日
③17日～ 30日・午前９時～午後５
時　娃①潮見中学校美術部作品展
②辰己正美・律子陶芸・藍染作品二
人展③おのみどり・てづくり絵本展
唖＆葵あしや喜楽苑 ☎34-9287　

エルホーム芦屋の催し
亜①８月３日（土）午後１時45分
～３時②14日（水）午後１時～３
時③28日（水）午後１時30分～３
時　娃①エルホーム亭講談席②
ふれあい交流会③折り紙・けん玉
交流会　挨③200円　姶②上靴・
お茶・タオル③折り紙またはけん
玉　唖＆逢＆葵エルホーム芦屋・
三島 ☎35-8341

市民トレッキング（初級）
亜８月４日（日）午前８時～午後
３時　唖阪急芦屋川駅→銀水橋
→鷲林寺→観音山→奥池（一時
解散）ごろごろ岳→阪急芦屋川
駅（解散）　挨400円（交通費別）
姶昼食・飲み物・雨具　葵芦屋登
山会・平井 ☎32-6415

トンカチ のこぎり くぎ打ち   
　   体験からアートを学ぼう
亜８月１０日（土）午前１０時～１１時
50分　唖体育館・青少年センター
娃木工遊び体験　阿幼児～小学
６年生　挨300円　逢＆葵芦屋
ちゃいるど未来教室・久留島☎080-
3784-9250

知的障がい児・者のための
　　　　　　    音楽ひろば
亜８月１１日（日）午後１時30分～
午後３時　唖木口記念会館　挨
会員200円・一般500円※保護者

（ヘルパー）要同伴　葵芦屋市手
をつなぐ育成会・朝倉穐31-0670

オレンジ・ビジョン夏祭り
亜８月14日(水)午後１時～３時
唖エルホーム芦屋　逢直接会場
へ　葵兵庫県阪神南地域ビジョ
ン委員会夢ひろばグループ・木
村 ☎090-6664-8961

軍人墓地墓前祭
亜８ 月15日（ 木 ）午 前11時30分

～０時30分　唖芦屋霊園軍人
墓地前　娃政府主催の追悼式に
合わせて、正午に黙祷をします。 
阿軍人墓地に墓碑のある人・一
般遺族　葵芦屋市戦没者遺族会
事務局・河野 ☎34-1670

がん患者グループ
               “ゆずりは”サロン

亜８月16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）

おしゃべりカフェにっち
亜８月17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

子どものロコモを予防しよう
亜８月17日（土）午 前10時 ～11
時30分　唖体育館・青少年セン
ター　娃運動器症候群の学習
と体操など　阿幼児～高校３
年生　姶動きやすい服装・飲み
物　逢＆葵ダンスコミュニティ
FORWARD・近 藤 悪 hujibon@
hotmail.com

みんなで歌いましょう
　　　　　　　　    in美博
亜８月23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

お笑い英会話
亜８月31日（土）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　阿どな
たでも楽しく英会話を学びませ
んか　葵たつしろ ☎35-5315

税理士による「税金相談会」
亜９月３日（火）午前10時～正
午・午後１時～４時（１人30分）
娃所得税（譲渡）・相続税・贈与
税・法人税・消費税等の相談　挨
一般1,000円・会員無料　逢＆葵
芦屋納税協会☎31-5318/穐22-
3079

パソコン講座９月
亜９月４日（水)午前10時～ 11
時30分　娃スマートフォン未
経験者向け無料体験会　阿先着
10人〈要予約〉　唖＆逢＆葵シ
ルバー人材センター ☎32-1414

リレー・フォー・ライフ・         
　　　ジャパン2019芦屋
亜９月７日～８日　唖体育館・
青少年センター・川西運動場
娃患者・家族・遺族・医療者・市
民が、がん患者を支援するチャ
リティーイベント　葵リレー・
フォー・ライフ関西実行委員会
☎090-5647-0285

亜＆娃①８月22日（木）ミニ箱庭/
②29日（木）ひと鉢の野菜５/③９
月 １日（日）多肉寄せ植え/ ④７
日（土）親子で花かんむり/⑤12日

（木）ひと鉢の野菜６/⑥16日（月・
祝）和風寄せ植え・午前10時30分
～正午　阿各15人　挨①③3,000
円 ② ④ ⑤500円 ⑥2,500円　姶持
ち帰り用袋ほか　逢①８月15日

（木）②22日（木）③25日（日）④31日
（土）⑤９月５日(木）⑥９日（月）午

後５時までに下記へ    唖＆葵総
合 公 園 ☎38-2103/穐25-2026/悪
ashiyasogo@mizuno.co.jp

亜８月24日（土）午前10時30分～
正午/午後２時～３時30分　 阿
子ども（小学４年～中学３年）と保
護者・愛犬（生後６カ月齢以上で登
録、狂犬病予防注射・混合ワクチ
ン接種済み）各10組　逢８月16日

（金）必着で右記へ　葵兵庫県動物
愛護センター☎06-6432-4599/穐
06-6434-2399/悪Doubutsuaigo@
pref.hyogo.lg.jp/〒661-0047 尼崎
市西昆陽4-1-1

亜８月25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分までに下記へ
葵消防本部救急課 ☎32-2345

亜＆娃〈実戦コース〉９月３日～・
毎火曜①初級②初中級③中級④上
級〈基本コース〉９月５日～・毎木
曜⑤初級⑥中級⑦初心～初級〈シ
ニアコース〉９月６日～・毎金曜⑧
エンジョイ　阿①～④⑧各・10人
⑤ ～ ⑦・各20人　挨18,000円〈 全
12回〉　逢８月１日～20日に所定
の 申 し 込 み 用 紙（HPか ら ダ ウ ン
ロード可）を下記へ※申込多数抽
選　唖＆葵芦屋公園テニスコート
☎34-8886/穐34-8884

亜９月７日・14日（土）午前10時～
正 午　娃Windows10を 使 い こ な
そう　阿次の条件を満たす女性①
就労・起業中またはこれから考え
ている②WordやExcelの基礎を理
解③ローマ字入力可能④２日間出
席可・20人（応募多数抽選）※一時
保育：300円・6人　挨2,080円　姶
筆記用具　逢８月１日～20日に
右記へ　葵男女共同参画センター
☎38-2023/悪josei-ce@city.ashiya.
lg.jp

亜９月11日（水）・13日(金)・18日
（水）・20日（金）・25日（水）〈全５回〉

①午前10時～正午②午後１時～３
時　娃①はじめてのWindows10②
はじめよう！ワード・エクセル　阿
市内在住・５日間受講可能な初心
者・各６人　挨2,500円　姶筆記用
具・受講票　逢はがきかファクス
に、住所・氏名・年齢・電話番号・講座
名を記入し９月２日（月）〈必着〉で
下記へ※当選者にはがきで通知　
葵上宮川文化センター ☎22-9229/
穐22-1659/〒659-0061上宮川町10-5

      
亜９月18日（水）10月7日（月）12月
16日（月）〈全３回〉　唖西宮市民
会館等　娃陶芸体験など　阿義務
教育修了年齢以上の視覚障がい
者・10人　挨1,250円（保険料・陶芸
体験）昼食実費　逢８月16日（金）
ま で に 右 記 へ　葵公 民 館 ☎35-
0700/穐31-4998　

亜毎月第３水・午後２時～４時〈全
３回〉　阿10人　挨9,000円（前納）
姶筆記用具　唖＆逢＆葵谷崎潤一
郎記念館☎23-5852/穐38-3244/悪
ashiya-tanizakikan@shopro.co.jp/
〒659-0052 伊勢町12-15

【９月２日（月）まで】

◆法人市民税・事業所税 （６月決算）
  葵課税課管理係 ☎38-2015
◆個人市民税・県民税（第２期）　
  葵課税課市民税係 ☎38-2016
◆国民健康保険料（普通徴収）第２期 
　葵保険課保険係 ☎38-2035
◆後期高齢者医療保険料

                         （普通徴収） 第２期    
　葵保険課後期高齢者医療係 
　　　　　　　　　　   ☎38-2037

総合公園の園芸講習会 女性のためのパソコン講座

夏休み 親子でチャレンジ！       
　　　　「愛犬しつけ方教室」

芦屋公園テニススクール

普通救命講習

Windows10パソコン教室

阪神青い鳥学級南支部西宮教室

基礎から学ぶ朗読講座


