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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〉【４月30日（木）まで】

◆固定資産税・都市計画税（第１期）
  葵課税課固定資産税係 ☎38-2017
◆法人市民税・事業所税

（決算月が２月の法人等）
　葵課税課管理係 ☎38-2015

 
　平日・昼間　➡水道お客様センター ☎38-2082
　土・日・祝日・夜間　   ➡市役所代表 ☎31-2121

宅地内での水道の水漏れ・修繕工事

詳細はこちら

３月31日までの受け入れ分（敬称略）
【防災安全課取り扱い分】

●可搬式蓄電池１台
●充電式照明灯４台
芦屋カンツリー倶楽部

普通救命講習
亜４月26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
25日（土）午後５時30分までに電
話で右記へ　葵消防本部救急課 
☎32-2345

犬のしつけ方１日教室

亜４月23日（木）午後１時～３時　
唖総合公園　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４月21
日（火）までに右記へ   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

ベリーダンス

逢＆唖＆葵体育館・青少年セン
ター☎31-8228
【ワンコインレッスン】

体育館・青少年センターの催し

日赤防災セミナー
亜４月21日（火）午後２時～３時
30分　唖市役所東館３階　娃災
害基礎知識・災害への備え、緊急時
の 避 難 　阿8 0 人 　姶筆 記 用 具
逢＆葵地域福祉課 ☎38-2153/穐
38-2160

亜４月17日（金）午後７時20分～８時30
分　娃ベリーダンス　阿18歳以上・15
人　挨500円　姶スポーツウェア・腰
に巻けるスカーフ・飲み物　　
【非常時ごはんセミナー】
亜４月24日（金）午後３時30分～
４時30分　娃非常時や介護に役
立つ調理方法　阿15人　

え②23日（木）午前10時30分～正
午/育てて食べて楽しい野菜作り

（1）③25日（土）午前10時30分～正
午/母の日に贈るスタイリッシュ
な壁掛け作り　阿各15人　挨①
③2,500円 ②500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

日本語ボランティア講師養成
亜５月16日～６月27日（土・７回）
午前10時～正午　阿５回以上出
席で修了後ボランティア活動可能
な18歳以上の人　挨3,850円（７回
分）　唖＆逢＆葵潮芦屋交流セン
ター ☎25-0511

危険物取扱者保安講習

亜７月～令和３年２月　唖神戸市
ほか　阿危険物取扱作業に従事し
ている危険物取扱者　逢４月１日
～５月１日/ ６月15日～兵庫県危
険 物 安 全 協 会 ☎078-333-8032へ

（申請書は下記で配布）　葵消防本
部予防課 ☎32-2345

第１回危険物取扱者試験
亜＆唖６月中 /神戸市ほか７会場
娃甲種・乙種全類・丙種　逢【郵送・
持参】５月頃に消防試験研究セン
ター兵庫県支部へ【電子申請】５月
頃に同ホームページ参照　葵消防
本部予防課 ☎32-2345

甲種防火管理者講習会
亜＆娃【①再講習】５月20日（水）
午後２時～４時【②新規講習】21
日（木）・22日（金）午前10時～午後
５時　唖消防庁舎　阿先着①10
人②50人　挨①2,000円②5,000円
逢４月22日～５月13日（平日執務
時間内）に申込書を下記へ　葵消
防本部予防課 ☎32-2345

亜４月から　娃【スポーツ】初心太
極拳・ZUMBA・いきいきフレイル予
防・キッズバレエほか【文化】おんが
くあそび・韓国語・英会話ほか（詳細
は市ホームページへ）　
逢受講料を添えて下記
窓口へ　葵体育館・青少
年センター ☎31-8228

スポーツ・文化教室受講生募集

亜４月～令和３年３月　娃高齢者
テニス枠・障がい者スポーツ枠・地
域スポーツ枠・小中校生対象テニス
枠(詳細はホームページでご確認く
ださい）　 阿市内在住・高齢者、障が
い者、小中学生（申し込みは事前登
録が必要です）  　葵体育協会 ☎38-
3989（火曜～土曜・午前
10時～午後３時）/悪info@
ashi-taikyo.jpn.org/スポー
ツ推進課 ☎22-7910

芦屋ユナイテッドスタジアム
　　　が無料で使用できます

新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止・延期する場合は、速やかに市ホームページ等でお知らせします。

折り紙教室
亜４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４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４ 月 ２ 日 ～ 14日「 北 岡
美津子色えんぴつ ものがたり」
16日～ 22日「とんぼの会/小さ
な着物の手づくり展」24日～
30日「短歌の会作品展」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４月４日・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４月17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Ｉ ＬＯＶ
Ｅ  ＡＳＨＩＹＡ・加藤 ☎090-
4296-1790

知的障がい児・者のための
　　　　　　    音楽ひろば
亜４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４月25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　挨500円　逢＆葵たつし
ろ ☎35-5315

認知症の人をささえる会
亜４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４月22日（水）午後１時
30分～３時「折り紙・けん玉カ
フェ」　挨200円　姶色紙また
はけん玉　唖＆葵エルホーム芦
屋・三島 ☎35-8341

市民トレッキング（初級）
亜４月５日（日）午前８時50分
～午後３時　唖阪急芦屋川→仁
川→森林公園→甲山→貯水池→
銀水橋（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

子どもの居場所「ひみつきち」
亜４月３日～（毎週金）午後４
時～６時　唖高浜町ライフサ
ポートステーション　娃笑いヨ
ガほか　逢直接会場へ　葵山の
子会 ☎・穐31-2324

スポンジボールテニス教室
亜４月９日（木）10日（金）21日（火）
正午～１時30分/14日（火）午前９
時～10時30分　唖体育館・青少
年センター　娃初心者向けテニ
ス教室　姶体育館シューズ（ラケッ
トは貸出可）　葵芦屋
クオーターテニス協
会・本田 ☎38-7226

寄ってカフェ
亜４月10日（金）午後１時～４
時　唖高浜町ライフサポートス
テーション　逢直接会場へ　葵
三田谷治療教育院 ☎22-5085

富田砕花を知る会
亜４月12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

メンタルヘルスセミナー
亜４月18日（土）午後１時30分
～３時30分　唖保健福祉セン
ター　娃ひきこもりーその理解
と対応　葵芦屋メンタルサポー
トセンター ☎38-2562

　 　 　 　 　 　 　 　 　                  

花の苗植え付けボランティア募集
市役所北館前広場花壇で花の植え付けをしませんか。当日は作業しやすい
服装でお越し下さい（花苗・スコップなどは市で用意）　■日時　４月25日

（土）午前10時～11時（小雨決行）※荒天の場合は、翌日26日（日）に順延。市
ホームページでお知らせします。　■問い合わせ　用地管財課 ☎38-2029


