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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。

【芦屋市立図書館協議会】
■募集人数　１人

■���任期　４月１日～令和７年３月31

日（１回約２時間・年２回程度/平

日昼間）

■�応募資格　市内在住・応募時の年齢が満18歳

以上※３以上の附属機関等の委員に選任され

ている人は応募できません

■報酬　規定の委員報酬・交通費

　（１回約２時間・年５回程度/平日昼間）

■�応募資格　市内在住・応募時の年齢が満18歳

以上※３以上の附属機関等の委員に選任され

ている人は応募できません

■報酬　規定の委員報酬・交通費

■�申し込み　１月27日（金）午後５時30分〈必着〉

で応募用紙（窓口で配布、市ホームページから

ダウンロード可）に必要事項・「私が考える、芦

屋市における社会教育の役割」をテーマにした

作文（800字程度）を記入し、下記窓口へ持参（平

日・執務時間内）または郵送・Ｅメールで提出

　※応募原稿は返却しません

■選考方法　選考委員会で決定し通知

■�問い合わせ　生涯学習課☎38-2091/悪shakai.

kyoiku@city.ashiya.lg.jp（〒659-8501 住所不要）

■�申し込み　１月27日（金）午後７時〈必着〉で

応募用紙（窓口で配布、市ホームページから

ダウンロード可）と「今後の図書館のあり方」

をテーマにした作文（800字以内）を下記窓口

へ持参（開館時間内）・郵送で提出または応募

フォームから送信※応募原稿は返却しません

■選考方法　選考委員会で決定し通知

■�問い合わせ　図書館☎31-2301（〒659-0052

伊勢町12-5）

【公民館運営審議会】
■募集人数　２人以内

■���任期　４月１日～令和７年３月31日

（１回約２時間・年２回程度/平日昼間）

■�応募資格　市内在住・応募時の年齢が満20歳

以上※３以上の附属機関等の委員に選任され

ている人は応募できません

■報酬　規定の委員報酬・交通費

■�申し込み　１月27日（金）午後５時30分〈必

着〉で応募用紙（窓口で配布、市ホームページ

からダウンロード可）に必要事項・「公民館運

営について」をテーマにした作文（800字程

度）を記入し、郵送で下記へ

　※応募原稿は返却しません

■選考方法　選考委員会で決定し通知

令和５年芦屋市消防出初め式

■日時　１月８日(日)午前10時～正午

■会場　精道小学校グラウンド

■�内容　〈１部・式典〉市長式辞・表彰〈２部・演技〉

精道地車保存会による「だんじりばやし」/救助・

救急演技/少年消防クラブ演技/一斉放水演技/

車両展示ブース/心肺蘇生法体験等

　※雨天の場合は体育館で１部・式典のみ実施

■問い合わせ　消防本部総務課☎32-2345

■�問い合わせ　公民館☎31-4995（〒659-0068 

業平町8-24）

わたしのまちの民生委員・児童委員
問い合わせ　地域福祉課　☎ 38-2113

担当地区 氏　名

��奥山 松岡　和裕

��奥池町 小野　りか

��奥池南町 川﨑　和代

��六麓荘町 藤井　秀香

��朝日ケ丘町

1~6 上西　渡洋子
13~17 藤原　法子
18~27 中村　三貴子
28~40 藤田　尚孝

��山手町
1~30 山田　陽子
31~34 小森　成樹

��山芦屋町
1~15 藤井　安子
16~30 津田　由貴

��岩園町

1~12.18 姫井　千鶴
13~17
19~25
28.30

山納　恵都子

26.27
29.31~50 土井　弘子

��東山町
1~14 倉内　弘子
15~30 田島　田鶴子

��東芦屋町 17~25 中村　馨乃信

��西山町

1~8
16~20 井床　香壽子

9~15
21~23 堺谷　恭子

��三条町�

1~12 長瀬　惠美子
13~19
24~26.28 加藤　眞理子

20~23.27
29~39 谷川　千恵子

担当地区 氏　名

��宮塚町
1~8 江﨑　眞弓

9~17 寺本　佳利子

��茶屋之町 藤岡　廣子

��大桝町 宮田　靖久

��公光町 楠本　慶子

��川西町 8~15 藤谷　信道

��津知町 池内　清

��打出町 中川　美和

��南宮町

1~8 安森　清子
9~11 本並　京子
12.13.
15~17 小谷　久子

�若宮町
1.2.6~9 由良　京子
3~5 小川　利恵子

��宮川町 堤　千佐子

��精道町 向　眞里

�浜芦屋町 山村　耕平

��平田北町 小畑　広士

��大東町

1~8 竹川　かよ子

9~11 西村　敬子

12.13.15 安藤　都昭

14.16~18 三枝　美智子

��浜町
1~8 権藤　真理子

9~15 平田　由美子

��西蔵町
1~7 中谷　順子

8~13 内海　喜代子

■主任児童委員 　中田　伊都子・山田　佐知・鬼塚　紀子・三宅　智恵・金本　ひとみ・池田　恵

担当地区 氏　名

��翠ケ丘町

1.2.8~12 嶋田　勝子
3~7
13~16 小林　哲子

17.18
21~23 岩野　順子

19.20 浦野　京子

��親王塚町
1~8 堀場　眞澄
9~14 山中　厚子

��大原町

1.5.8~12
18~23 菅沼　久美子

2~4.6.7
13~17
24~28

浮氣　英之

��船戸町 大髙　歩美

��松ノ内町 6~10 花房　和弘

��月若町 辰巳　綾子

��西芦屋町 岡本　直子

��三条南町
1~7　 桐村　廣子
8~14 粟井　英行

��楠町

1~7.9 酒井　裕子
8.10.11
14~16 山﨑　千賀代

12.13 垣尾　裕子
��上宮川町 鍵野　眞智子

��前田町 忠井　共子

��清水町 小堀　敏子

��春日町
1~11 山中　恵枝
12~24 藤井　千雪

��打出小槌町
1~9 勝矢　美幸
10~15 岩本　仁紀子

担当地区 氏　名

��呉川町
6~13 三好　和子

14~19 川田　由利子

��伊勢町�
1~6  　　 岩﨑　英世

7~12 門脇　安治

��松浜町

芦屋松浜
 ハイツ

ロイヤル
 芦屋松浜

クイーンズ
フォート芦屋

下部　久美子

上記以外 西原　恵美子

��平田町 加藤　麻理

��新浜町 青井　香都

��浜風町 9~31 　 田原　美津子

�高浜町
5.9 播磨　久美子

7 青木　眞梨子

�若葉町 4.5    　 村岡　由美子

��緑町
1(1~8号棟)
.2 柏熊　麻里

3~11 丹羽　雅美

��潮見町 廣瀬　洋子

��陽光町

5-3.4  
6-3.4 山本　眞美代

5-5.6　
6-5.6 池本　知惠子

7.8 本川　ひとみ

■民生委員・児童委員

民生委員・児童委員には各地区を担当する「区域委員」と児童に関す
ることを専門に担当する「主任児童委員」がいます。

市民の皆さんの身近な相談に応じ、福祉行政とのパイプ役として活動する
民生委員・児童委員が令和４年12 月１日に改選されました。民生委員・児
童委員には守秘義務があり、活動上知りえた内容を口外することは決して
ありませんので心配ごとなど、お気軽にご相談ください。	
各委員の連絡先は地域福祉課へお問い合わせください。担当地区の記載が
ない地域にお住まいの人で、相談のある人は地域福祉課へ。	


