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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

体育館・青少年センター講座                                     

唖&逢＆葵体 育 館・ 青 少 年 セ ン
ター☎31-8228
【ヘルシースイーツ作り教室】

【３月２日（月）まで】
◆固定資産税・都市計画税（第４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12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８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８期    
　葵保険課後期高齢者医療係 
　　　　　　　　     　☎38-2037
◆介護保険料（普通徴収）（第８期分）
　葵高齢介護課管理係☎38-2046

宅地内での水道の水漏れ・修繕工事

詳細はこちら

亜２月15日(土)午後２時～４時　娃
国際理解を深める講演会（日本語通
訳あり）　阿中学生以上・100人　挨
700円　逢２月10日（月）までに下記
へ　唖＆葵潮芦屋交流センター ☎
25-0511

12月31日までの受け入れ分（敬称略）
【地域福祉課取り扱い分】

 〔社会福祉のために〕
宗教法人真如苑 2,000,000円
甲南土木建築労働組合 30,000円

折り紙教室
亜２月19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２月20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２月１日～ 12日「ＰＡＲＴ
16スケッチ水彩画と絵手紙展」
14日～ 29日「百歳の肖像Ⅻ 百
歳 万歳！」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２月１日・15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２月21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 ＬＯＶＥ  Ａ
ＳＨＩＹＡ・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

知的障がい児・者のための
　　　　　　    音楽ひろば
亜２月９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２月22日（土）午後１時30分～
３時　唖木口記念会館　阿どな
たでも　挨500円　逢＆葵たつ
しろ ☎35-5315

認知症の人をささえる会
亜２月17日（月）午後１時30分～
３時30分　唖福祉センター　娃
交流会　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①２月12日午後１時～３時

「ボッチャを楽しむ会」②26日午後
１時30分～３時「折り紙・けん玉カ
フェ」　挨200円　姶①動きやすい
服装･上靴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２月９日（日）午前８時30分～
午後３時　唖阪急芦屋川→三宮
→市ヶ原→摩耶山→阪急王子公
園（解散）　挨400円（交通費別）
姶昼食・飲み物・雨具・軽アイゼン
葵芦屋登山会・平井 ☎32-6415

あしやそだてるフェスタ
亜２月８日～ 9日午前11時～午後
３時　唖ラ・モール芦屋　娃体験
型ワークショップやセミナーなど
阿小学生までの子どもと親　葵
芦屋市商工会 ☎23-2071

子育て相談室
亜２月21日（金）午前10時～ 11時
30分　唖保健福祉センター　阿
学童期までの子供の親・10人
挨200円　姶筆記用具　逢＆葵
家庭倫理の会芦屋北支部・新地 
☎080-4236-1804

むすびカフェ
亜２月28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人程度　逢＆
葵むすび芦屋 ☎26-7063

「美しい日本の歌」うたう会
亜２月14日（金）午後２時　唖市民
センター　娃楽しく歌をうたう　阿
70人　葵夢くらぶ・近藤 ☎22-8867

パソコン・スマホ講座
亜３月２日（月)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２月11日（火）午後１時30分～
娃防犯落語（DVD）と防犯講話　逢
当日右記へ　唖＆葵浜風集会所
☎38-0960（水休館）

親子ふれあい体操体験会
亜２月６日・20日・27日（木）午前10
時30分～ 11時30分　唖青少年セ
ンター　娃リズム体操・サーキッ
ト遊び・手遊び　阿０歳～３歳児
と保護者　姶動きやすい服装・飲
み物　逢＆葵芦屋ちゃいるど未
来教室・久留島☎080-3784-9250

富田砕花を知る会
亜２月９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

ボーイスカウト流　　　　
　    サバイバル術を学ぼう！
亜２月23日（日）午前９時30分
～午後１時　唖芦屋スカウト会
館ほか　娃ボーイスカウト活動
の体験ほか　阿市内在住・小学
生と保護者・15人　姶動きやす
い服装・水筒・おにぎり・タオル
葵廣畠☎34-8568

「働きたいママを応援」講座
亜２月20日（木）午前10時～正午　娃
仕事を始める前の準備や疑問を専
門家がアドバイス　阿15人※一時保
育：300円・６人　姶筆記用具　逢２
月13日（木）までに下記へ　唖＆葵男
女共同参画センター ☎38-2023/悪
josei-ce@city.ashiya.lg.jp

ドイツの日

芦屋の障がい福祉説明会
亜２月15日（土）午前10時～午後２
時　唖市役所東館　娃「育てる」「働
く」「暮らす」を支援する事業所の合
同説明会　葵障害福祉課 ☎38-2043

亜２月22日（土）午後２時～３時30分
唖市民センター　娃高橋美恵子氏に
よるスウェーデンの社会参画と協働
阿先着100人(一時保育あり・要予約）
葵選挙管理委員会  ☎38-2100

明るい選挙推進大会講演会

普通救命講習
亜２月23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※
団体の申し込みは随時受付　逢電
話で22日（土）午後５時30分までに下
記へ　葵消防本部救急課 ☎32-2345

芦屋川カレッジ・公開講演会
亜３月４日（水）午前10時～11時
30分　唖ルナ・ホール　娃ふるさ
と 兵 庫 の 地 域 学　阿400人　挨
400円　葵公民館 ☎35-0700

亜３月８日（日）〈雨天中止〉①幼児
（４～６歳）の部：午前９時30分～ 10

時30分②低学年（小学１・２年生）の
部：午前９時30分～ 10時45分③中
学年（３・４年生）の部：午前９時30
分～ 11時　唖芦屋学園　阿①～③
保護者（父母、祖父母等の大人）と子
どもの２～３人１組・先着20組　姶
動きやすい服装・飲み物 　逢２月
14日（金）までに右記へ　葵スポー
ツ推進課 ☎22-7910/穐22-1633/悪
sport@city.ashiya.lg.jp

ファミリーサッカー教室

亜２月11日（火・祝）午前11時30分
～午後０時30分　娃オートミール
クッキーほか　阿小学生以上・10
人　挨800円　姶エプロン・マスク
【ひなまつりデコ巻き寿司教室】
亜２月16日（日）午 前11時30分～午後
１時　阿小学生以上・10人　挨2,000
円　姶エプロン・マスク

【女性の為の護身術教室】
亜２月23日（日）午後３時30分～４時
30分　阿中学生以上の女性・20人　

　　　　　　

第４回危険物取扱者試験
亜＆唖＆娃３月７日（土） 姫路会場/
８日（日）神戸市ほか６会場【甲種】午
後１時15分～３時45分【乙種第１・２・
３・５・６類】午後１時15分～３時15分

【乙種第４類】午前10時～正午/午後１
時15分～３時15分【丙種】午後１時15
分～２時30分　逢【郵送・持参】２月
３日～10日に消防試験研究センター
兵庫県支部へ【電子申請】１月31日～
２月７日に同ホームページ参照　葵
消防本部予防課 ☎32-2345


