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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

【３月31日（火）まで】
◆法人市民税・事業所税

（決算月が１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９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９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

１月31日までの受け入れ分（敬称略）
【市民参画課取り扱い分】

淡交会阪神支部20,000円

普通救命講習
亜３月22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※団体は随時受付　逢21日（土）
午後５時30分までに電話で下記へ
葵消防本部救急課 ☎32-2345

芦屋川カレッジ募集
唖市民センターほか　葵公民館☎
35-0700/穐 31-4998（〒659-0068  業
平町8-24）
【芦屋川カレッジ第37期生募集】
亜４月15日～令和３年３月10日
① 午 前10時 ～11時30分 ② 午 後1
時15分～２時45分　娃①【必修・
36回】時事問題・法律・文化・音
楽・科学等②【選択コース・15回】
和文化探訪コース/世界探訪コー
ス　阿市内在住60歳以上・各50人
挨22,500円（交通費、見学料等別）
【芦屋川カレッジ聴講生募集】
亜５月20日～令和３年２月17日午後
１時15分～２時45分　娃〈選択コー
ス・９回〉和文化探訪/世界探訪　阿
芦屋川カレッジを修了した人・各50
人　挨3,600円
【芦屋川カレッジ大学院第13期生募集】
亜４月20日～令和３年３月15日午
前10時～11時30分　娃食を通じて
学ぶ おもてなしの文化　阿芦屋川
カレッジを修了した人・100人　挨
年間6,000円（交通費、見学料等別）
逢３月30日（月）〈必着〉で申し込み
用紙・はがき・ファクスに、コース
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、カレッジ聴講生・大学院希
望者は修了期を記入し、上記へ　

亜＆娃【実戦コース・90分・火曜・
12回】4月7日～①初級：午前11時
～②初中級：午前11時～③中級：
午後１時20分～④上級：午後３時
～【基本コース・90分・木曜・12
回】２日～⑤初級Ａ：午前9時30分
～⑥中級：午前11時10分～⑦初心
者：午後１時30分～⑧初級Ｂ：午
後１時30分～【シニアコース・90
分・金曜・12回】３日～午前11時～
阿①～④⑦⑧⑨各10人⑤⑥各20
人　挨19,200円（12回分）　逢３月
１日～20日に所定の申し込み用
紙（ホームページからダウンロー

芦屋公園テニススクール

折り紙教室
亜３月18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３月19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３月２日～ 15日「すてきな
友達 大好きな家族」17日～ 31
日「ALLあしや喜楽苑展」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３月７日・21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３月20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Ｉ ＬＯＶＥ  
ＡＳＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

福祉をかえる「アート化」セミナー
亜３月14日（土）午後２時～５
時　唖保健福祉センター　阿

知的障がい児・者のための
　　　　　　    音楽ひろば
亜３月８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３月28日（土）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　挨500
円　逢＆葵たつしろ ☎35-5315

認知症の人をささえる会
亜３月16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①３月11日午後１時～３
時「へルマンハープコンサート」
②25日午後１時30分～３時「折
り紙・けん玉で遊ぼう」　挨200
円　姶②色紙・けん玉　唖＆葵
エルホーム芦屋・三島 ☎35-8341

市民トレッキング（初級）
亜３月８日（日）午前８時40分～
午後３時　唖阪急芦屋川→武田
尾→大峰山→中山最高峰→阪急
中山観音駅（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

しの笛の調べ～春の音
亜３月14日（土）午後２時30分～３
時30分　唖市民センター　娃「しの
笛」の紹介と演奏　阿20人　逢＆葵
芦屋しの笛の会・安高☎/穐34-1551

はじめての武道体験教室
亜３月19日（木）21日（土）26日

（木）28日（土）午後６時～７時
30分　唖体育館・青少年センター
阿４歳～小学生・30人　姶動き
やすい服装・タオル・飲み物　逢
＆葵小林☎080-4828-6130/悪
nonnon03happy@i.softbank.jp

市民ハイキング（桜めぐり）
亜４月１日（水）午前８時50分～
午後２時　唖阪急芦屋川→夙川
→北山緑化植物園→甲山森林公
園→阪急甲陽園駅（解散）　挨200
円（交通費別）　葵昼食・飲物・雨具
葵すいよう会・上田 ☎23-1552

芦屋「九条の会」講演会
亜３月14日（土）午後２時～４時　唖
リードあしや　娃９条を変えて平和は
続くの？　阿90人　挨500円　葵芦屋

「九条の会」・片岡  ☎090-7118-2312

パソコン・スマホ講座
亜４月１日（水)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

日本語・母語スピーチ大会
亜３月15日（日）午後１時～４時
唖木口記念会館　娃外国にルー
ツを持つ人（小学生～大人）のス
ピーチと交流会　葵こくさいひろ
ば芦屋 ☎32-6163

高齢者にやさしいヨーガ体験
亜３月２日・９日（月）午前10時～
11時30分　唖市民センター　阿
３～５人　姶バスタオル・飲み物
逢＆葵芦屋ヨーガを楽しむ会・信
田 ☎38-3865

富田砕花を知る会
亜３月８日（日）午後１時30分
唖富 田 砕 花 旧 居　娃「 歌 風 土
記」　挨500円　葵富田砕花顕
彰会・神谷 ☎090-8215-8712

ＹＯ「ふれあいの集い」
亜３月14日（土）午後１時　唖市
民センター　娃全員合唱・三味
線合奏ほか　葵今里 ☎34-0876

　　　　　　　　　                  

ＮＰＯ・地域活動に関する
　    「なんでも無料相談会」
亜３月17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Ｎ
ＰＯ法人さんぴぃす ☎22-8896

総合公園の園芸講習会 
亜＆娃①３月16日（月）午後１時30分
～３時/かわいい小花で春の寄せ植
え②28日（土）午前10時30分～正午
/エアープランツのボトルアレンジ
阿 各15人　 挨 ①2,500円 ②2,000円
姶持ち帰り用袋ほか　逢講座開催
日の１週間前までに下記へ    唖＆葵
総 合 公 園 ☎38-2103/穐25-2026/悪
ashiyasogo@mizuno.co.jp

犬のしつけ方１日教室
亜３月18日（水）午後１時～３時
唖あしや温泉駐車場　阿生後５カ
月以上の犬（狂犬病予防注射と混
合ワクチンを１年以内に接種済
みに限る）と飼主５組　挨500円
逢３月16日（月）までに下記へ   葵
動物愛護協会事務局☎38-2033/穐
38-2176/〒659-8501 住所不要・地
域経済振興課内

ド可）を右記へ　葵芦屋公園テニ
スコート☎34-8886/穐34-8884

①太極拳②③誰でもできるスト
リートダンス　阿①18歳以上②小
学3年生～中学生③高校生以上・
各20人　 挨各500円　 阿動 き や
すい服装

太極拳 100人〈要予約〉    逢＆葵たんぽぽ
の家 ☎0742-43-7055

【デコ巻き寿司教室】
亜３月15日（日）午前11時30分～
午後１時　阿小学生以上・10人
挨2,000円（親子で参加は3,500円）
姶エプロン・マスク


