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令和５年（2023 年）２月号

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

芦屋市の推計人口と面積＜令和５年１月１日現在＞　■総数　93,825人　男41,930人／女51,895人／世帯数43,017　■面積　18.57㎢

■「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!

３１ Ｐ12２
ひみつきち「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
葵地域福祉課☎38-2040

４
芦屋病院公開講座
「鼠径ヘルニア」午後２
時～３時30分・市民セン
ター 401室・200円・直接
会場へ葵公民館☎35-0700

５

12Ｐ14

16 Ｐ1213
卓球ひろば午後４時
15分～５時・小学生16人
姶お茶・上靴逢５分前か
ら会場へ唖&葵上宮川文
化センター☎22-9229

ワンコインサロン
「筆ペン書道」午前10

時30分～・60歳以上・15人・
100円逢&唖&葵社会福
祉協議会☎32-7525

17 19 Ｐ12

総合公園園芸講習会
午前10時30分～正午・多肉
の寄せ植え・2，000円逢
12日まで唖&葵総合公園
☎38-2103

26

27 28
ZUNBA体験クラス
午後１時30分～２時20分・
18歳以上・500円逢窓口ま
たは電話唖＆葵体育館・青
少年センター☎31-8228

I n s t a g r a m 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。
＃a s h i y a g r a m 2 0 2 3の タグ を つ け て
I n s t a g r a m 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。

 OF THIS MONTH

今月のおすすめ

keiichioh_kurozumi さんmaron01239 さん

７ ８
こどもの本の研究会
午前10時30分～正午・集
会・えほんの読み聞かせの
実技・批評（子ども同伴不
可）葵図書館☎31-2301

子どもの居場所「ここぷれ」
午後２時30分～４時30分・バ
レンタインチョコ作り・500円
逢パレット事務局 唖&葵
リードあしや☎26 - 6 4 52

10９
ワンコインサロン「新
聞ちぎり絵」午前10時30
分～・60歳以上・15人・100円
逢電話で右記へ唖&葵社
会福祉協議会☎32-7525

11
こどもおはなしの会

（4日・18日・25日)午後２時
～２時30分・ストーリテリ
ング・小学１年生以上唖＆
葵図書館☎31-2301

20 25Ｐ12Ｐ13 Ｐ1423
作って食べよう世界の料理
＜パキスタン編＞午前10時
～午後２時・2,800円葵潮
芦屋交流センター☎25-
0511/悪aca@npo-aca.jp

手作りおもちゃ体験わく
わく広場午前９時30分～
１１時唖体育館・青少年セン
ター・小学校１～３年生・30
人葵青少年育成課☎38-2110

2221

Ｐ８

おはなしの研究会
午前10時～正午・ストー
リーテリング・成人20
人・子ども同伴不可唖＆
葵図書館☎31-2301

24 Ｐ12

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
イベント
カレンダー
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30 31

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分逢＆葵社会福祉
協議会☎32-7525/スポーツ
推進課☎22-7910

総合公園園芸講習会
午前10時30分～正午・楽し
く野菜を育てよう・2，500
円逢1 6日まで唖& 葵総
合公園☎38-2103

ひみつきち「子ども歯
みがき教室」午後４時～
６時・高浜町ライフサポー
トステーション葵地域福祉
課☎38-2040

Ｐ8

エントランス・コン
サート「津軽の風」津
軽三味線＆民謡・ピアノ午
後２時～逢～15日唖＆葵
福祉センター☎31-0612

交通需要軽減キャンペー
ン（～ 28日）沿道環境に配
慮した道路利用にご協力
を葵国土交通省近畿地方
整備局☎06-6942-1141

あしや温泉営業中
午後２時～・大人380円/
中人130円 /小人60円（定
休日は火曜日、第１・３水
曜日）

日本遺産をめぐるデジタル
スタンプラリー＆スマフォ
トコンテスト開催中（４日～
３月５日）葵伊丹市空港・に
ぎわい課☎072-744-2088

里親制度説明会・相談
会午前10時～ 11時45分・里
親に興味がある方唖リード
あしや会議室葵子ども家庭
総合支援課☎31-0643

公式ワナゲ市民大会
（～２月28日）市内で実施
された大会・上位スコア10
人を表彰葵スポーツ推
進 課 ☎ 22-7910

第40回芦屋市造形
教育展（11日～ 20日）午
前10時 ～ 午 後 ５ 時唖市
民センター葵学校教育課
☎38-2087

図書館本館休館
（～３月９日）蔵書点検等の

ため、休館・休室。市内返却
ポストは通常どおり葵図書
館☎31-2301
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６
金融相談午後１時～４
時〈要予約〉・日本政策金融
公庫による創業・経営資
金・融資相談唖＆葵地域
経済振興課 ☎38-2033

Ｐ９

ヨドコウ迎賓館「雛人
形展」開催中（11日～４
月２日）午前10時～午後４時

〈予約制〉葵淀川製鋼所PR
グループ☎06-6245-9103

Ｐ10

足型アート午前10時
15分～11時15分（むくむく
予約受付必須）・乳幼児と
保護者唖＆葵子育てセン
ター☎穐31-8006

14 18 Ｐ８

フィリピンってどんな国？
午後２時～４時・分庁舎２
階・600円逢Eメールで葵広
報国際交流課☎38-2008/
悪kokusai@city.ashiya.lg.jp




