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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。

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

一時保育つき
大人の読書タイム　   

亜９月14日（月）15日（火）午前10時
～11時30分　阿子育て中の親（祖
父母も含む）と子ども（０歳６カ月
以上の未就学児）※一時保育：300
円・２人　逢９月７日（月）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

亜10月14日・21日(水・２回〉①午
前10時～正午②午後１時～３時
娃①ワードでオリジナル 年 賀 状
裏面作り②「女性のための家計に
役立つエクセル講座」　阿市内在
住・２日間受講可能な初心者・各
３人　挨1,000円　姶筆記用具・
受講票　逢９月28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※結果をはがきで通知　葵
上宮川文化センター ☎22-9229/
穐22-1659/〒659-0061上宮川町
10-5

【９月30日（水）まで】
◆国民健康保険料（普通徴収）（第３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３期）
葵保険課後期高齢者医療係 

                                       ☎38-2037
◆法人市民税・事業所税
　　　　（決算月が７月の法人等）
葵課税課管理係 ☎38-2015 
【納期の相談】

新型コロナウイルス感染症防止対
策に伴い、やむを得ない理由により
法人市民税・事業所税の申告・納付
を期限内に行うことが困難となる
場合、申し出があれば期限を延長し
ます。下記までご相談ください。詳
しくは市ホームページを
ご覧ください。   葵課税課
管理係 ☎38-2015 

Windows10パソコン教室

市民のひろば

心を病む人の家族の会
亜９月17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

お笑い英会話
亜９月26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

認知症の人をささえる会
亜９月14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）

富田砕花を知る会
亜９月13日（日）午 後 １時30分
～３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

子どもの居場所「ひみつきち」
亜＆娃９月４日（金）「サイレン
ト・笑 いヨガ 」18日（ 金 ）「 宇 宙
のひみつにチャレンジ」・午後
４時～６時　唖高浜町ライフ
サ ポ ートステ ーション　阿各
20人　葵山 の 子 会 ☎・穐31-
2324

寄ってカフェ
亜９月18日（金）午後１時～４
時　唖地域活動支援センター

「ホザナ・カフェ」　阿10人　逢
直接会場へ　葵三田谷治療教
育院 ☎22-5085

税理士による「税金相談会」
亜10月13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・消費税等ほか　挨一
般1,000円　唖＆逢＆葵芦屋納
税協会 ☎31-5318

パソコン・スマホ講座
亜10月 ２ 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６人〈要予約〉
唖＆逢＆葵シルバー人材セン
ター ☎32-1414

みんなで歌いましょうin美博
亜９ 月18日（ 金 ）① 午 前10時
~11時30分　 ② 午 後 １ 時30分
～３時　唖美術博物館　阿各
15人　挨500円　姶愛 唱 名 歌

介護予防セミナー
亜９月24日（木）午後１時30分～
３時　唖福祉センター　娃フレ
イル予防について　阿25人   　逢
＆葵エルホーム芦屋・三島 ☎35-
8341

“ろうスクール”開校
  　　　　　　受講生募集
亜10月29日～ 11月26日（毎週
木曜）午後１時～４時※11月
1 2日の み 午 前 1 0 時 ～ 午 後 ３
時　唖木口記念会館、福祉セン
ターほ か 　娃自分らしい 生き
方、老い方、生活を守るための制
度や法律を仲間と一緒に楽しく
学ぶ　阿市内在住65歳以上・先
着15人　挨昼食代（11月12日）・
交通費　姶筆記用具　逢９月４
日から下記へ　葵権利擁護支援
センター ☎31-0682

折り紙教室
亜９月16日（水）午前10時～正
午　唖図 書 館　阿成 人・30人
姶折り紙・はさみ・のり　葵折
鶴会・段谷☎34-2546

甲種防火管理者講習会(新規）                                     
亜10月８日（木）・９日（金）午前10
時～午後５時　唖消防庁舎　阿先
着50人　挨5,000円　逢９月16日
～30日（平日執務時間内）に申込
書を右記へ　葵消防本部予防課 
☎32-2345

読書講演会
亜10月９日（金）午後２時～３時
30分　娃阪神間の都市形成と郷土
史-アフターコロナのまちづくり考
察-　阿成人・先着40人　逢９月２

日（水）午後１時30分から電話ま
たは下記カウンターへ　唖＆葵図
書館 ☎31-2301

ハロウィンジャンボ宝くじ

ハロウィンジャンボ宝くじの売上金の約 4 割は、県内市町の住み
良いまちづくりに活用されています。売上金は、各都道府県の販
売実績等に応じて交付されますので、ぜひ、兵庫県内の宝くじ売
り場でお買い求めください。

発売期間　９月 23 日～ 10 月 20 日

まちづくりに役立つ

問い合わせ　兵庫県市町村振興協会　☎079-322-1151

集、大判のハンカチまたはフェイス
シールド　逢＆葵Ｉ ＬＯＶＥ  ＡＳ
ＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

３時30分　娃①ストレスをコン
トロールする ②新しい自分に気
づく」③「聞く力」「話す力」が人
を変える ④相手を援助する「聴
き方」　唖木口記念会館　阿50人

（各回で参加可）　逢ファクスで
下記へ　葵若者相談センター「ア
サガオ」☎・穐22-5115（火～土・午
前10時～午後４時）

唖＆葵リードあしや☎26-6452/
悪aia@ashiyanpo.jp
【ふれあい「インテリアと
　　　　　　　グリーン」カフェ】
亜９月12日（土）午後１時30分~４
時　娃インテリアとグリーンと
整理収納に関するワークショッ
プと販売　挨大人100円/子ども
無料（飲み物・お菓子付き）ワーク
ショップにより要参加費
【介護予防のための
　「あしや健康1weekスクール」】
亜９月28日～ 10月２日・午前10時
30分～・午後２時30分～　娃自分
に合った介護予防プログラムを探
す、見つける１週間。８つのプログ
ラムが体験できる。　挨プログラ
ムにより要参加費 　姶運動しやす
い服装・マスク・タオル　逢上記へ
【ソーシャルナイトvol.2】
亜10月２日（金）午後７時～８時
30分　娃社会をリードする社会
起業家・社会事業家の方々を月替
わりでゲストに迎え、話を聞きな
がら、交流を深める。　阿10人（オ
ンライン参加可）　逢上記へ

リードあしやの催し

10月ファミリーの日
                                        特別プログラム   
亜10月17日～ 18日　唖丹波少年自
然の家　娃染物体験＆家族でたき
火体験　阿家族・グループ・各10組
40人　挨2,160円（１人あたり）別途
材料費（宿泊者：希望者のみ別途食
事代1,480円）　逢９月17日

（木）午前９時から電話で
右記へ 　葵丹波少年自
然の家 ☎0795-87-1633

消費生活サポーター養成講座
亜10月15日～ 12月17日〈10回〉　唖
リードあしや　娃契約に関する法律
の基礎知識など　阿市内在住・在勤
の20歳以上・20人　逢９月25日（金）ま
でに電話か申込書を持参、郵送、ファ
クスのいずれかで下記へ
葵地域経済振興課消費生
活係☎38-2179/穐38-2176
〒659-0065公光町5-10


