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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〉

 
　平日・昼間　　　　➡水道工務課 ☎38-2083
　土・日・祝日・夜間　➡市役所代表 ☎31-2121

総合公園の園芸講習会 

普通救命講習

亜＆娃①11月18日（ 月 ）木 の 実
で作るナチュラルリース②21 日

（木）可愛いお花のトピアリー③
24 日（日）木の実で作るナチュラ
ルリース ④28日（木）クリスマス
リース⑤12月10 日（火）バラの育
て方⑥ 11 日（水）北欧のヒンメリ
を使ったクリスマス雑貨⑦14日

（土）おしゃれなしめ縄飾り⑧16 
日（月）新年を飾る寄せ植え　阿各
15人　挨①③1,000円②④⑦2,500
円⑥700円⑧3,000円　姶持ち帰り
用袋ほか　逢講座開催日の１週間
前まで（⑤当日午前中）に下記へ    
唖＆葵総 合 公 園 ☎38-2103/穐
25-2026/悪ashiyasogo@mizuno.
co.jp

亜11月24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※受講者へ「修了証」を交付
阿中学生以上の市内在住・在勤・在
学・先着20人※団体の申し込みは
随時受付　逢電話で23日（土）午後
５時30分までに右記へ　葵消防本
部救急課 ☎32-2345

女性向け起業講座

亜11月26日（火）午前10時～正午
娃起業の実態、創業計画作成の重
要性など　阿起業を考えている女
性・先着15人（一時保育：０歳６カ
月～未就学児・300円・6人）　姶筆
記用具　逢11月１日～ 19日に下記
へ　唖＆葵男女共同参画センター 
☎38-2023/穐38-2175/悪josei-ce@
city.ashiya.lg.jp 【12月２日（月）まで】

◆法人市民税・事業所税（決算月が
　　　　　　　　  ９月の法人等）
　葵課税課管理係 ☎38-2015
◆個人事業税（第２期）
　葵西宮県税事務所個人課税課
　　                        ☎0798-39-1535
◆国民健康保険料（普通徴収）第５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５期    
　葵保険課後期高齢者医療係 
　　　　　　　　     　☎38-2037

宅地内での水道の水漏れ・修繕工事

詳細はこちら

時の外国人への支援を学ぶ　姶水・
筆記用具　逢＆葵広報国際交流課 
☎38-2008

亜12月７日（土）午前10時～正午
娃OfficeテンプレートとWordの
図形　阿次の全てにあてはまる
女性①就労や起業をしている、ま
たはこれから考えている②Word
やExcelの基礎を理解している③
ローマ字入力ができる・20人（一時
保育：０歳６カ月～未就学児・300
円・6人）　挨500円　姶筆記用具
逢11月21日（木）までに下記へ（応
募多数抽選）　唖＆葵男女共同参
画センター ☎38-2023/悪josei-
ce@city.ashiya.lg.jp

女性のためのパソコン講座

パソコン教室
亜＆娃11月27日・29日・12月４日・６
日〈全４回〉①午前10時～正午・住所
録もできる年賀状作り②午後１時
～３時・初心者も楽しめるプログラ
ミング体験　阿文字入力可能な市
内在住の初心者・各６人　挨2,000
円（①のみ別途テキスト代600円）
姶筆記用具・受講票・受講料　逢11
月18日（月）必着で、はがきかファク

支持される理事会運営とは
亜11月30日（ 土 ）午 後 １ 時30分
～ ４ 時　唖市 役 所 東 館　娃ミ
ニセミナー・意見交換会　阿先
着100人　逢11月28日（ 木 ）午 後
５ 時 ま で に マ ン シ ョ ン サ ポ ー
ト ネ ッ ト へ　穐 075-722-3650/
悪ashiyasoudan@msnet.or.jp/
〒606-8267京都市左京区北白川
西町85-10　葵住宅課 ☎38-2721

危険物取扱者試験
亜＆唖12月８日（日） 神戸市ほか
５会場/15日（日）西宮市会場【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】11月
１日～ 11日に消防試験研究セン
ター兵庫県支部へ【電子申請】10
月29日 ～ 11月 ８ 日 に 同 ホ ー ム
ページ参照　葵消防本部予防課 
☎32-2345

スに、住所・氏名・年齢・電話番号・講
座名を記入し下記へ（結果はがきで
通知）　唖＆葵上宮川文化センター 
☎22-9229/穐22-1659/〒659-0061上
宮川町10-5　

折り紙教室
亜11月20日（水）午前10時～正午
唖図書館　阿30人　姶折り紙等
葵折鶴会・段谷 ☎34-2546

心を病む人の家族の会
亜11月21日（ 木 ）午 後 １ 時30分
～３時30分　唖木口記念会館
娃月 例 会　葵芦 屋 家 族 会 ☎
090-1241-0448

市民のひろば
あしや喜楽苑ギャラリー
亜＆娃11月１日～ 15日ふしぎな
花倶楽部村上押花サロン作品
展/17日～ 23日デイサービス・
ショートステイ文化祭/25日～ 30
日山本一栄「今」に蘇る着物たち
唖＆葵あしや喜楽苑 ☎34-9287

エルホーム芦屋の催し
亜＆娃11月13日（水）「４周年記念
オレンジカフェ」午後１時～３時

10代のためのやすらぎの部屋
亜11月２日・16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

西浜公園紅葉コンサート
亜11月９日（土）午後１時30分
～２時30分　唖西浜公園　愛
潮見中学校吹奏楽部　葵西浜公
園を楽しむ会・梅本☎23-4515

みんなで歌いましょうin美博
亜11月15日（金）午後１時30分～３
時　唖谷崎潤一郎記念館　挨500
円　姶愛唱名歌集　葵ＩＬＯＶＥ 
ＡＳＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

「あじさいの会」25周年 記念
亜11月７日（木）午後１時～４時
唖福祉センター　娃芦屋病院片
岡先生による講演「自分らしく暮
らし続ける～家族や自分の為に
きっかけを作ってみませんか？」
阿100人　葵あじさいの会 ☎32-
7525（社会福祉協議会内）

がん患者グループ
               “ゆずりは”サロン

亜11月15日（金）午後２時～４時
唖芦屋病院　逢＆葵ゆずりは事
務局 ☎080-1476-5715

家事家計講習会
亜11月13日（水）午前10時15分～
11時45分　唖男女共同参画セン
ター 　阿30人※託児・250円・５
人　挨380円　葵西宮友の会芦
屋方面・秋山☎23-0521

自然観察会
亜11月３日（日）午前10時～午後
３時〈雨天中止〉　唖阪急バス停

「芦屋ゲート」前→旧野外活動セ
ンター跡　阿小学５年生以上・
20人　姶弁当ほか　逢＆葵芦屋
森の会2001・杉田☎078-811-2754

税理士による「税金相談会」
亜11月５日・19日・12月３日・17日

（火）午前10時～正午・午後１時～
４時（１人30分）　娃消費税・相続
税ほか　挨一般1,000円　唖＆逢
＆葵芦屋納税協会 ☎31-5318

知的障がい児・者のための
　　　　　　    音楽ひろば
亜11月10日（日）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　挨一般
500円（会員200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

市民トレッキング（初級）
亜11月10日（日）午前９時30分
～午後３時　唖阪急芦屋川駅→
五月山　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

子育て相談室
亜11月15日（金）午前10時～ 11時30
分　唖保健福祉センター　阿学
童期までの子供の親・10人　挨200
円　逢＆葵家庭倫理の会芦屋北
支部・村田 ☎090-6677-1962

お笑い英会話
亜11月16日（ 土 ）午 後 １ 時30分
～３時　唖木口記念会館　挨
500円　葵たつしろ ☎35-5315

「やさしい花」上映会
亜11月16日（土）午後１時～３時
娃映画・お茶会（500円）　阿30人
唖＆逢＆葵ホザナ・カフェ ☎22-
7020/悪cafe@hozana-house.com

体験！堆肥(たいひ)作り
亜11月21日(木）午前10時～ 11時30
分　唖仲ノ池緑地　挨500円　姶
軍手・タオル　逢＆葵葉っぱリサ
イクルクラブ・岩野 ☎23-1350

芦屋市書道展
亜11月23日～ 24日午前９時～午
後５時（24日は午後４時まで)　唖
市民センター　葵芦屋市書道協
会・佐久間☎090-8539-2005

もちつき大会
亜11月24日（日）午前10時～午後
２時　逢直接会場へ　唖＆葵前
田集会所☎23-3899（水曜日休館）

パソコン講座12月
亜12月 ２ 日（ 月)午 前10時 ～ 11
時30分　娃スマートフォン無
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

/27日(水)「折り紙・けん玉カフェ」
午後１時30分～３時　挨200円
姶折り紙またはけん玉　唖＆葵エ
ルホーム芦屋・三島 ☎35-8341　


