リードあしやの催し
唖＆葵リードあしや☎26-6452/
悪aia@ashiyanpo.jp
【晩秋のリースづくり】
亜11月3日（水）午後１時30分~３
時娃基本のリース台のデコレー
ションと季節のアレンジメント
と四季や行事に合わせたリース
づくりの作り替えとコツ阿８人
挨3,500円(材料費込み)姶飲み物
逢ポイエシス・藤山☎050-71074275/悪fujiyama-ashiya@mbr.
nifty.com
【書の寺子屋】

購入可）逢芦屋インソールまさき
☎20-0003

市民のひろば

丹波少年自然の家の催し
唖＆葵丹波少年自然の家
☎0795-87-1633/〒6693803丹 波 市 青 垣 町 西 芦
田2032-2
【みんな集まれ 丹波de秋悠遊】
亜11月13日～ 14日
（１泊２日）
娃ネ
イチャークラフト・紅葉狩りほか阿
家族・成人グループ 15組・40人
（成人
は１人から参加可）
挨6,000円逢電話
で上記へ
（定員になり次第締め切り）
【11月ファミリーの日】
亜11月27日～ 28日（１泊２日）娃
ピザづくり＆ナイトハイク阿家
族・グループ・10組40人挨3,000円
（別途材料費）逢11月５日午後５
時までに電話で上記へ

市民トレッキング（中級）

亜11月7日（日）午前８時20分～
午後３時唖阪急芦屋川→阪急宝
塚駅→塩尾寺→岩倉山分岐→白
瀬川源流コース→ゆずり葉台緑
地→樫ケ峰→社家郷山→社家郷
山キャンプ場挨400円（交通費
別）
姶昼食・飲物・雨具・マスク・
除菌グッズほか葵芦屋登山会・
髙松☎32-5405

アルコール問題を抱える
家族の会

亜11月12日（ 金 ）午 前10時 ～ 正
午（毎月第２金曜）唖市民セン
ター阿酒害に悩む家族葵芦屋断
酒会のぞみ会☎090-9165-3489

世界の切手展

亜11月５日（金）午後４時～６時
娃書に向き合い心を癒す時間阿
20人姶筆・墨・半紙
【ふれあい
「スリランカ」
カフェ】
亜11月13日
（土）
午後１時30分～４時
娃物産販売、
スリランカの紹介等挨
大人100円/子ども無料
（飲み物・お
菓子付き）
プログラム参加費：100円
【ソーシャルナイトvol.3】
亜11月19日（金）午後６時30分～
８時娃イタリアンレストランが伝
授する「家庭でできる」食品ロスゼ
ロへの取組み阿会場参加10人（オ
ンライン参加可）姶名刺、筆記用具
【11月足と靴の悩み解決講座】
亜11月22日（月）午後１時～３時
娃講座「足首のひねり癖・ねんざ
癖」と体操(外反母趾マッサージ、
足体操など)阿40人挨1,000円姶動
きやすい服装・汗拭きタオル・*５
本指ソックス・*足もみ棒（*は当日

【11月30日（火）まで】
◆国民健康保険料
（普通徴収）
（第５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５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５期）
葵高齢介護課管理係☎38-2046
◆法人市民税・事業所税
（決算月が９月の法人等）
葵課税課管理係 ☎38-2015
◆個人事業税（第２期分）
葵阪神南県民センター西宮県税事
務所個人課税課☎0798-39-1535
【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

亜11月13日 ～15日
（ 最 終 日15日
は午後３時まで）
唖市民センター
葵浅井☎090-4280-3448

富田砕花を知る会

亜11月14日
（日）
午後１時30分～
３時唖富田砕花旧居娃兵庫讃歌
挨500円葵富田砕花顕彰会・神谷
☎090-8215-8712

認知症の人をささえる会

亜11月15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）

がん患者グループ
“ゆずりはサロン”

亜11月16日
（火）
午後１時～３時
唖リードあしや娃抱えている思
いや不安を、体験者同士言葉に
する場阿がん患者・家族・遺族な
ど・15人
〈要予約〉
挨500円逢＆葵
ゆずりは事務局080-1476-5715

折り紙教室
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〉

宅地内での水道の水漏れ・修繕工事
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

亜11月17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

心を病む人の家族の会
詳細はこちら

亜 1 1 月 1 8 日（ 木 ）午 後 １ 時 3 0
分～３時30分唖木口記念会館

娃月例会葵芦屋家族会 ☎0901241-0448

みんなで歌いましょうin美博

亜11月19日
（金）
午後１時30分～３
時唖美術博物館阿25人挨500円姶
愛唱名歌集、
大判ハンカチかフェ
イスシールド逢＆葵ＩＬＯＶＥＡ
ＳＨＩＹＡ・加藤 ☎090-4296-1790

ライブラリーコンサート

亜11月20日
（土）午後６時45分～
（開場6時30分）唖図書館娃モー
ツァルトの夕べ
（バイオリン・チェ
ロなどによる四重奏）
阿中学生以
上・30人逢11月６日必着で往復は
がき
（1人1枚）
に氏名・住所・電話
番号を記入し〒659-0052伊勢町
12-5図書館
「図書館友の会」
宛
（応
募多数抽選・結果は返信はがきで
通知）
葵コンサート事務局☎0701785-3211

お笑い英会話

亜11月27日（土）午後１時30分
～３時唖木口記念会館阿障がい
のある人・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

シルバー人材センターの講座

唖＆逢＆葵シルバー人材センター
☎32-1414
【パソコン・スマホ講座】
亜12月１日
（水)午前10時～ 11時30
分娃スマートフォン未経験者むけ
無料体験会阿先着６人
〈要予約〉
【シニア向けICT教室】
①12月～令和４年２月午後1時30
分～３時②令和４年１月～３月午
後３時30分～５時
（各6回）
パソコ
ン
（第１・３金）
・スマホ
（第２・４土、
１月のみ第３・5土）
娃スマホ、
パソ
コンを使用し、
自宅でフレイル予
防の動画を観たり、LINEで連絡を
取ることを目指す阿市内在住60歳
以上・先着各6人
（初心者優先）

税理士による
「税金相談会」
亜12月７日・21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
ほか挨一般1,000円唖＆逢＆葵
芦屋納税協会 ☎31-5318

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。

く ら し ・ 市 民 のひ ろ ば

以上の未就学児）※一時保育：300
円・３人逢11月７日までに下記へ
（応募多数抽選）唖＆葵男女共同
参画センター ☎38-2023/悪joseice@city.ashiya.lg.jp

