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令和２年（2020 年）12 月号

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

　

 OF THIS MONTH

今月のおすすめ

Instagramであなたが撮影したお気に入りの
「芦屋の風景」を募集しています。
＃ashiyagram2020のタグをつけてinstagram
に投稿ください。
こちらのコーナーで、紹介させていただきます。
※�採用のご連絡は＠ashiyacity_officialのアカウントから

ダイレクトメッセージをお送りします。

※�投稿作品はご本人が撮影し、被写体（人物など）に掲載

の許可が得られたものに限ります。
��takubon1952 さん

mihamama0731 さん

芦屋市の推計人口と面積＜令和２年11月１日現在＞　■総数　94,259人　男42,408人／女51,851人／世帯数42,704　■面積　18.57㎢
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「－昔のくらしー」展
（12月5日～２月21日）午
前10時～午後５時・観覧料
唖&葵美術博物館☎38-
5432
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バラの育て方午後1時
30分～３時・15人 逢７日
まで 唖 ＆葵総合公園 ☎
38-2103/穐25-2026/悪　
ashiyasogo@mizuno.co.jp

「 迷 路 絵 本  香 川 元
太 郎 の 世 界 」展（ ～
令和3年2月7日）午前10
時～午後５時・観覧料唖&
葵美術博物館☎38-5432

育メンスイッチセミナー
（10日・午前10時～11時30分）午

後2時～3時30分唖&葵男女
共同参画センター☎38-2023
悪josei-ce@city.ashiya.lg.jp

１

図書館deギャラリー
トーク午後２時～２時45
分・学芸員が語る「お城と史
跡」・25人・要予約唖＆葵図
書館☎31-2301

Ｐ12 Ｐ10

Ｐ12

美 脚 & 姿 勢 改 善
ウォーキング午後１時
～２時・20人・500円逢&
唖&葵体育館・青少年セ
ンター☎31-8228
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バルーンアートワークショップ
午前11時～午後０時30分・０時
45分～ 2時15分・各15人700
円逢&唖&葵体育館・青少年
センター☎31-8228

年末最後の開庁日
年内に済ませる手続きが
残っている人は、お早めに
年始は、１月４日（月）から
開庁します。

動 物 絵 本 読 み 聞 か
せ会 午前10時30分～ 11
時30分・未就学児と保護者
唖&葵兵庫県動物愛護セ
ンター ☎06-6432-4599

大人の読書タイム（15日）
午前10時～ 11時30分・子育
て中の親子（一時保育あり）
逢７日まで唖＆葵男女共同
参画センター☎38-2023

グッピーひろば午前９時
30分～ /10時50分~・H31年
４月２日～R2年４月１日生
まれ親子・各８組唖&葵上宮
川文化センター☎22-9229

しめなわ飾り 午前10時
30分 ～ 正 午・15人逢17日
まで 唖 ＆葵総合公園 ☎
38-2103/穐25-2026/悪　
ashiyasogo@mizuno.co.jp

しょうが い 者とのス
ポ ーツ 交 流 ひろば
午後１時30分~３時30分・
保健福祉センター葵社会
福祉協議会☎32-7525

住みよい芦屋をつく
るポスター展（~12月４
日）・午前９時～午後５時30
分唖市役所北館１階ロビー
葵環境施設課☎32-5391

こぐまルーム午前９時30
分/10時50分・自由遊び・H29
年４月２日～H30年４月１日
生まれ親子・７組唖&葵上宮
川文化センター☎22-9229

若 者 相 談 センター
「アサガオ」（火～土）午

前10時～午後4時 逢＆唖
＆葵若者相談センター「ア
サガオ」☎22-5115

■「広報あしや」配布の問い合わせ　芦屋市シルバー人材センター（フリーダイヤル�☎0120-408-812）
　※広報あしやは、集会所等市内公共施設でも配架しています。
■『声の広報』『点字広報』の郵送をご希望される人は、障がい福祉課（☎38-2043）へ

英語・韓国語・中国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・
ベトナム語で広報あしやを読むならカタログポケットで！
English,�Korean,�Chinese,�Thai,�Portuguese,�Spanish,� Indonesian�and�Vietnamese�
versions�are�on�Catalog�Pocket!
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税務相談午後１時～４
時・相続税や贈与税などの
相談逢当日午後０時45分
～午後３時３０分まで唖&
葵お困りです課☎38-5401
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芦屋市おでかけ
カレンダー �2020

「キッズヨガ」午後４時～
６時・高浜町ライフサポート
ステーション・20人葵地域
福祉課☎38-2040

北朝鮮人権侵害問題
パネル展（~16日）午前９時
～午後５時30分・「めぐみ」上映
唖市役所北館１階ロビー葵
人権・男女共生課☎38-2055

日々 の生活と人権を考
える集い2020午後１時30
分～３時・講演「あきらめない
心」・福祉センター・200人葵人
権・男女共生課☎38-2055

宇宙のひみつにチャレ
ンジ午後４時～６時・高浜
町ライフサポートステーショ
ン・20人葵地域福祉課☎
38-2040

ハーバリウムワーク
ショップ午後１時～２時
30分・15歳以上・10人・1500円
逢＆唖＆葵体育館・青少年
センター☎31-8228

マジック教室
午後４時～６時・高浜町ラ
イフサポートステーション・
20人葵地域福祉課☎38-
2040

中学生短期集中俳句講座
（1月11日）午前10時～正

午・市民センター401室・50
人・500円逢はがきで葵公
民館☎35-0700

小学校かけっこ教室
①午後2時～3時・小学1-2年②3時
20分～4時20分・小学3-6年・各30人・
川西運動場・800円逢＆葵体育館・
青少年センター☎31-8228
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年末年始のごみ
市内の年末年始のごみ収
集は、Ｐ６へ。
霊園の墓参りは、Ｐ10へ

あしや温泉営業中
(31日も営業)午後2時～
11時（入館は午後10時30
分まで）・大人380円/中人
130円/小人60円

大みそか
今年も残すところあと１日
来年は、皆さんにとっても
芦屋にとっても、素晴らし
い年になりますように。
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障がい児・者作品展（2日～
８日）午前９時30分～午後５時唖
保健福祉センター・木口記念
会館葵障がい者基幹相談支
援センター穐32-7529

初 版 本 o n パレード 
名作たちのデビュー

（～３月７日）午前10時～
午後５時・観覧料唖&葵谷
崎潤一郎記念館☎23-5852

女性のための起業講
座午前10時~正午・起業を
考える女性15人 逢14日 ま
で唖&葵男女共同参画セン
ター☎38-2023


