月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

芦屋市
おでかけ
カレンダー
４

５

あし や 温 泉 営 業
はじ め 午後2時～ 11時

芦屋市子ども会60周
年記念展示( ～８日)・午

（入館は午後10時30分ま
で）
・大人380円/中人130
円/小人60円

Ｐ7

成人式 午前11時/午後

６

Ｐ13

２

３

あけましておめでとう
ございます

本年も変わらぬご愛顧
をおねがいします

皆さまにとって幸多き
一年になりますように

８

９

Ｐ10

正午）
・筆，
墨，
半紙持参・

10時～午後５時
〈要観覧料〉

ポートステーション・20人

午後３時・3,500円
（小中

ド葵消防本部総務課☎

北館１階ロビー葵青少年育

20人 逢&唖&葵リードあ

唖&葵谷崎潤一郎記念館 ☎

葵地域福祉課☎38-2040

1,500/高大2,000）
唖&葵ルナ
・

32-2345

成課☎38-2110

しや☎26-6452

23-5852

Ｐ９

13

Ｐ12

（～３月７日）午前10時～

14

分/10時50分・自由遊び・平成
29年４月２日～30年４月１

（12日~29日）
・午前９時～午後

午後５時・観覧料唖&葵谷

日生まれ親子・７組唖&葵上

５時30分・市役所北館１階ロ

崎潤一郎記念館☎23-5852

宮川文化センター☎22-9229

ビー葵学校教育課☎38-2087

20

21

19

Ｐ13

動 物 絵 本 読 み 聞 か 「－昔のくらしー」展
せ会 午前10時30分～ 11 （～２月21日）午前10時～

15人・2,500円 逢11日まで 唖

て中の親子
（一時保育あり）

時30分・未就学児と保護者

午後５時・観覧料唖&葵美

＆葵総合公園☎38-2103

逢７日まで唖＆葵男女共同

唖&葵 兵庫県動物愛護セ

術博物館☎38-5432

参画センター☎38-2023

ンター ☎06-6432-4599

26

27

Ｐ12

Ｐ８

富田砕花晩年の詩
「視 差 錯 落」 ( ～３月

Ｐ14

生活習慣病予防対
策栄養講座午前10時30

グッピーひろば午前９時

分～ 11時30分・18歳以上

４月２日～R2年４月１日生

15人逢&唖&葵体育館・青

まれ親子・各８組唖&葵上宮

少年センター☎31-8228

川文化センター☎22-9229

涯学習課☎38-2091

料葵政策推進課☎38-2127

30分～ /10時50分~・H31年

15

献血午前10時～

16

時～・精道小学校グラウン

17

Ｐ５

/午後０時40分～４時・市役

「迷路絵本 香川元
太郎の世界」展（～ 2

1.17芦屋市祈りと誓
い午前7時～午後５時・芦

所北館ロビー葵保健セン

月7日）午前10時～午後５

屋公園モニュメント前・記

ター☎31-1586

時・観覧料唖&葵美術博物

帳と献花葵市長室☎38-

館☎38-5432

2000

22

11時30分

23

Ｐ11

Ｐ９

サロン
「マクラメ編み」 冬の星空観察会午後
午前10時30分～・保健福祉セ

６時30分～８時30分唖市民

ンター・60歳以上・8人・100円

センター・12組
（36人）
）
逢６日

（別途材料費） 逢５日から葵

から）
葵環境課☎38-2051

29

Ｐ14

24

Ｐ８

福祉センターエント
ランス・コンサート午
後２時～・60人 逢12日まで
唖& 葵福祉センター☎
31-0612

30

Ｐ８

31

Ｐ12

迷路に隠された文豪
の宝（７日～２月７日）謎解

午後
「芦屋の歴史探検」
４時～６時・高浜町ライフサ

多文化共生のまちづ
くり午 後 ２ 時 ～ ３ 時 3 0

31日)水・日午前10時～午

きイベント・谷崎潤一郎記念

ポートステーション・20人葵

分・潮芦屋交流センター・

午前１0時30分～正午・15人・

後４時・富田砕花旧居葵生

館・美術博物館・要施設入館

地域福祉課☎38-2040

50人 逢５日から葵潮芦屋

2000円 逢24日まで 唖 ＆葵

交流センター☎25-0511

総合公園☎38-2103

フェイクチョコで作る
バレンタインアレンジ

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。
＃ashiyagram2021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。

OF THIS MONTH

※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。

今月のおすすめ

※投稿作品はご本人が撮影し、被写体（人物など）に掲載
miyatarou03 さん

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!

令和３年（2021 年）1 月号

Ｐ９

社会福祉協議会☎32-7525

28

消防出初め式 午前10

ホール事業担当☎35-0700

市立小中学校児童・生
徒による読書活動展示

早春のモザイクガー 大人の読書タイム（18
デン午後１時30分～ 3時・ 日）午前10時～正午・子育

Ｐ15

10

前９時～午後５時30分・市役所

ル・新成人葵生涯学習課

Ｐ12

Ｐ14

～８時（16日午前9時～

１時/午後３時・ルナホー
☎38-2091

７

1970年の音を聴くシュ
トックハウゼン
『マントラ』

こぐまルーム午前９時30

25

１

ロビー展
「曼陀羅華と 「笑いヨガ」午 後 ４ 時
（～
仏像」 1月31日）午前 ～６時・高浜町ライフサ

12

書の寺子屋 午後５時

初 版 本 o n パレード
名作たちのデビュー

18

日曜日

1

2021

11

土曜日

                             

szkz823 さん

の許可が得られたものに限ります。

■「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

発行 / 芦屋市役所 （広報国際交流課）
TEL. 0797ｰ31ｰ2121/ FAX.0797ｰ38-2152/〒659-8501 芦屋市精道町7-6
芦屋市の推計人口と面積＜令和２年12月１日現在＞

■総数

94,323人

男42,460人／女51,863人／世帯数42,721

■面積

18.57㎢

