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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

上級救命講習

体育館・青少年センター講座                                     

亜１月26日（日）午前９時～午後５
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・簡単な確認試験（筆記・実技）
あり※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　逢25日（土）午後５
時30分までに下記へ　葵消防本部
救急課 ☎32-2345

唖&逢＆葵体 育 館・青 少 年 セ ン
ター☎31-8228
【お悩み解消ストレッチ講座】

【１月31日（金）まで】
◆個人市民税・県民税（第４期分）
　葵課税課市民税係 ☎38-2016
◆法人市民税・事業所税

（決算月が11月の法人等）
　葵課税課管理係 ☎38-2015
◆国民健康保険料（普通徴収）第７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７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

亜１月25日（土）午前10時～正午
娃PowerPointを使いこなす　阿
次 の 全 て に あ て は ま る 女 性 ①
PowerPointを操作したことがある
②就労や起業を考えている、してい
る③WordやExcelの基礎を理解して
いる④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１月16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２月19日・26日（水）①午前10
時～正午・女性のためのワード活用
講座②午後１時～３時・女性のため
の家計に役立つエクセル講座　阿
両日受講でき、文字入力可能な市内
在住の初心者・各６人　挨1,000円
姶筆記用具・受講票　逢２月３日

（月）必着で、はがきかファクスに、
住所・氏名・年齢・電話番号・講座名
を記入し下記へ（結果ははがきで通
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　

テーピング・ストレッチ講習会                                     
亜①２月４日・②18日・③25日(火）
午後１時30分～３時30分〈全３回〉
娃①③ストレッチ②テーピング
阿先着10人　挨①③1,000円②1,800
円（教材費含む）　阿水・タオル
逢１月６日（月）から各回前日まで
に下記へ　唖＆葵芦屋公園テニス
コート☎34-8886/穐34-8884

折り紙教室
亜１月15日（水）午前10時～正午
唖図書館　阿30人　姶折り紙・
はさみ・のり　葵折鶴会・段谷 ☎
34-2546

心を病む人の家族の会
亜１月16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１月11日 ま で2020年 版
アート・カレンダー・コレクショ
ン展/ １月13日～ 22日創作 幸
布の会 三人展/24日～ 30日川
畑勝美＆絵画教室アガペ作品展
午前９時～午後５時（最終日３
時まで）　唖＆葵あしや喜楽苑 
☎34-9287

10代のためのやすらぎの部屋
亜１月18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

みんなで歌いましょうin美博
亜１月24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

がん患者グループ
               “ゆずりは”サロン

亜毎月第３金曜日・午後２時～４
時　唖芦屋病院　逢＆葵ゆずり
は事務局 ☎080-1476-5715

税理士による「税金相談会」
亜２月４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１月12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

お笑い英会話
亜１月18日（土）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　阿身体
に障がいがある人もない人も楽
しく英会話を学びませんか　挨
500円　逢＆葵たつしろ ☎35-
5315

ＮＰＯ・地域・市民活動に関
する「なんでも無料相談会」
亜１月21日（火）午後1時30分～ 3
時30分（1人30分間・要予約）　唖
男女共同参画センター　葵ＮＰ
Ｏ法人さんぴぃす ☎22-8896

認知症の人をささえる会
亜１月20日（月）午後１時30分
～３時30分　唖福祉センター
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）

　　　　　　

エルホーム芦屋の催し
亜＆娃①１月８日（水）午後０
時30分～２時30分「新年ふれあ
い交流会」②22日（水）午後１時
30分～３時「折り紙・けん玉カ
フェ」　挨①700円②200円　姶
②折り紙またはけん玉　逢①
１月６日までに下記へ　唖＆
葵エルホーム芦屋・三島 ☎35-
8341

市民トレッキング（初級）
亜１月12日（日）午前７時50分
～午後２時　唖阪急芦屋川→六
甲最高峰→東お多福山登山口

（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

１.17芦屋市民の追悼式
亜１月17日（金）午前５時～ 11時
唖ＪＲ芦屋駅北側ペデストリアン
デッキ　娃５時46分黙とう。献花
台と震災写真のパネル展示　葵
芦屋市商工会 ☎23-2071

メンタルヘルスセミナー
亜１月18日（土）午後１時30分
～３時30分　唖保健福祉セン
ター　娃大人の発達障害　阿
150人　葵芦屋メンタルサポート
センター・中尾☎38-2562

むすびカフェ
亜１月24日（金）午後１時30分
～３時　唖むすび芦屋（ラポル
テ本館302）　娃ひきこもりや
生きづらさを抱えている人たち
の集いの場　阿10人　逢＆葵む
すび芦屋 ☎26-7063

子育て相談室
亜１月17日（金）午前10時～ 11時
30分　唖保健福祉センター　娃
子供の正しいしつけ方　阿学童
期までの子供を持つ親・10人　挨
200円　逢＆葵家庭倫理の会芦
屋北支部・新地 ☎080-4236-1804

パソコン・スマホ講座
亜２月７日（金)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

交流広場「すまいる浜風」
亜１月17日（金）午後１時30分～
娃みんなで唄おう あの歌、この歌！
阿38人　逢当日下記へ　唖＆葵浜
風集会所　☎38-0960（水休館）

ペットと共に迎える高齢化社会
亜１月25日（土）午後２時～４時
唖市民センター　娃高齢者がペッ
トと共に暮らすにはほか　阿20人

（要予約）　逢＆葵動物愛護協会事
務局 ☎38-2033

12月31日までの受け入れ分（敬称略）
【環境課取り扱い分】

 環境美化のために阪急芦屋川
駅喫煙指定場所の設備　　　　

（1,320,000円相当）
日本たばこ産業(株)北関西支社

甲種防火管理者講習会
亜①２ 月 ５ 日（ 水 ）午 後 ２ 時 ～
４時②６日（木）・７日（金）午前
10時～午後５時　唖消防庁舎　
娃①再講習②新規講習　阿①先
着10人②先 着50人　挨①2,000
円 ②5,000円　逢１ 月15日 ～29
日執務時間内に申し込み書を下
記へ　葵消防本部予防課 ☎32-
2345

すごろくで学ぶ・考える子育て
　世帯のライフプランセミナー
亜２月15日（土）午前10時～正午
阿未就学児を持つ夫婦・パート
ナー・先着12組（一時保育：０歳
６カ月～未就学児・300円・6人）
１歳までの子どもは同伴可　姶
筆記用具　逢１月１日～２月10
日に下記へ　唖＆葵男女共同参
画センター ☎38-2023/悪josei-
ce@city.ashiya.lg.jp

亜１月22日（水）午後４時～５時
娃対処法やストレッチ　阿18歳
以上・15人　
【応急手当講習会】
亜１月25日（土）午前９時45分～
11時45分　娃一次救命処置・AED
使い方ほか　阿18歳以上・15人


